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硏究僉★

每週水!©日19時よリ

（年中無休•會費不用）

19時20分より2!時迄輪講

（用書：ザメンホフ演說集）

21時より茶話會（唱歌の練習等あり）

«常設講習會★
（場所すべて學會事務所樓上）

（9月18日より!!月末日迄

每週月曜・木曜19時より2時間 

初會寶:ーー全期金3 ini〔前納）

< （學會々員に限り金2 IHD
零用書:エスペラント短期講習書 

エスペラント議本
し講帥:小野田幸雄

中等科は今囘だけ休みます。

★例會
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研究

DE.VI ĉ POVI
（11） POVI, daŭrigata.MU Eim. Verboj]

EKZERCOJ VIII (daŭrigo:
3 C) Permeso ne fari: povi ne
26. Estas necese, ke la mondo sciiĝu 

tute klare, ke Esperanto povas havi aŭ ne 
havi siajn libere elektitajn gvidantojn, sed 
ke ĝi posedas nenian konstantan majstron.

Esp.には自由意志で選んだ指導者があっ 

てもよしなくてもよい,然し不易の『先生』 

なんてなものはないと云ふことを世間に明瞭 

にわからすことが必要である。(OV 409)
27. Tial, se vi volas, vi povas tute ĝin 

ne uzadi. (LR 46)
もし彳可ならそ扌しは全く使はなくもよい〇

78. Se la samovaro ne volas kanti, ĝi 
povas ne kanti. (FI 130)

湯那しの奴歌を歌ふのがいやだと云ふなら 

歌はんでもよい。〔註〕samovaroばロシャ 

特有のお茶を入れるための湯沸し器,壺形で 

莫中に火筒ありkmoで火をたきつけ炭火で 

まわりの湯をわかし,湯は下のkranoをひ 

ねって出す。湯がたぎると歌を5なり出す。

29. La teoria vidpunkto en Esperanto 
ofte povas esti ne severe observata, sed 
neniam povas esti rigardata kiel,,erara".

理論的の見方は嚴格に守るには及ばないが 

c守らなくてもよいっが然し之を誤であると見 

做すことは出來ぬ」

APLIKOJ VIII
1・行きたいのなら行ってもよい。

2-行きたくとも行ってはならん。

3・行きたくないなら行かんでよい。

4・彼は賢:者とは日へるが善人とは日へぬ。 

ェEsperantoは二十世紀の最大奇蹟のー 

なりと云ふも過言に非ざるべし。

$ 銀座は謂はヾ東京のGrand Boulevard

K. Ossaka

〔巴里の繁華な街）だ。

7. そんなら本鄕は東京のKvartalo Latina 
と謂へやう。

8. あの人は正直者です，全くです。

9. 御手すきになるまで御待ちしてゐても 

かまひません。

IO•帥オ-ケーだ,彼はいつ來てもかま 

はぬC

POVI en la Dua Signifo.

4. Allasebleco. Li povas esti riĉa.
5. Neebleco. Li ne povas esti riĉa.

4. 彼は金持であるかもしれぬ。

5. 彼は金持である筈がない〇

卽ち09は『（ことによつたら）有り得る（可 

能）』Necerta Eblecoを示し,（5）は『（確 

かに）有り得べからざる（不可能）』Certa 
Neeblecoを示す〇

Necerta Ebleco, aii Allasebleco・

Kiam uzata kun verboj de Fakto aŭ 
Okazaĵo, " povi ° montras fakton aŭ okaz
aĵon allaseblan en Supozo, ofte kun certa 
grado de dubo:（何々）であり得る,である 

かも知れ

''Povi "en tiu ĉi senco estas iafoje uzata 
kun verboj de volo; tamen tiam la verboj 
jam ricevas la sencon de Senvolo pro tio, ke 
montrante fakton aŭ okazaĵon, ili estas 
rigardataj objektive sub la supozo de la 
parolanto （do 4< Kvazaŭ vola °）:〔何々）する 

樣なことがあるc•起るうかも知れぬ,樣な事に 

なるかも知れぬ。

Laŭ sia aĝo la maljuna viro povis esti
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la avo de ĉiuj infanoj. (F III 22)
年で見ると老人は子供達の祖父らしい。

Kp. ... estas la avoとすれば『小供達の 

祖父である』と云ひ切ることとなる。

Li certe povus alporti al vi savon l (M 
220)=povus okazi, ke li alportos ・・・
何とも云へぬがあの力がきっと救の道を講 

じてくれる(樣なことになる)かも知れぬ。 

Kp: Li certe alportos …
Tre povas esti. (H 20, 53; Rt 62)
それやさうかも知れぬ。

Vi pansas, ke ĝi povas estis ebla ? (H 53) 
ひよっとしたらそんな事があるとでも思っ 

てゐるのかい。Kp・・・，ke ĝi estas eblaなら 

ば單にF有り得ると思ってるか』;Ŝi Povus 
• •••なら『そんな事は有り得る筈はないのに 

まさかことによったら有り得ると思ってるの 

か』と疑を揷む場合。

Ha! nii preskaŭ povis forgesi! (M 231) 
«Povis okazi, ke mi forgesas.

あッ，も少しで忘扌しる處だった。

Kp: Mi preskaŭ forgesis.殆んど忘れた。

Hodiaŭ mi vivas kaj morgaŭ povas ne 
vivi (OV 405)=・・• kaj povas okazi, ke mi 
ne vivas.
今日は生きて居るが明日にもなれば死んで 

ゐると云ふことがないとも云へぬ。

〔註〕效に•…povas ne viviは前節3 c 
とは異りpovas esti mortintaの意。

EKZERCOJ IX

1. En malbona vetero oni povas facile 
malvarmumi. (F 85)
天氣が惡いと風をひきやすいものだ。

2. Mi povas fariĝi freneza! (GD 11) 
氣が變になりさうだCなるかも知れん九

3. Ŝia kamaradeco novas esti tre dan・ 
gera. (M 192)

あんな女とつき合ってゐてはろくな事はあ 

るまい。

4. Sed oni povas erari, kaj tiel estia kun 
mi. (FUI 135)

人には間違ひと云ふことはあるものだ,實 

はこの私も間遼へたのだ。

5・ Efektive povas okazi malfeliĉo. (Rt 1¢ 
ほんとに不幸な事が起るかも知れぬ。

6・ Mia filino devenas de gento, kiu estas 
tro plena de virto, por fari iam ian aferon, 
de kiu la honesteco povus esti difektita 
(GD 12).
娘は高徳な家柄の出ぢやから身の潔白力;け 

がされるCかも知れぬ)樣な行はせぬ。

7. Se li faros tion ĉi al la vizitanto, - ĝi 
povas esti tre malbona. (Rz 9)

そんな事を窒觀人にでもしてみろ,ろくな 

ことはあるまいぢゃないか。

8. Viaj desegnaĵoj povus esti por mi tre 
utilaj, sed ..・ sed ... Li eksilentis. (M 122)

あなたの圖案は役に立つかも知たぬ力:,然 

し……然し……と云って彼は口をつぐんだ。

Rm: povus..., sed と ま1!合*«・ことあり 。

9・ ĉi facile povas okazi. Ĉio povas 
perei kalkajn horojn antaŭ la rikolto. (RtSO) 

これはすぐ起らぬとも云へぬ。いざ收穫と 

云ふ數時間前に萬事が亡びることもあらう。

10. Cetere ankaŭ ĉe ni povas esti tre 
varme, ĉu ni ne havis antaŭ kvar jaroj 
tian semeron, ke oni preskaŭ ne povis spiri?

それに此の國だっても暑いこともあらう 

さ,四年前にいきぐるしい夏があったぢやな 

いか。(FII 9)
11. La maljuna homo movetis iom stran

ge la kapon, tio povis tiel same bone 
signifi "jes”，kiel "nen (FUI 1)
老人は變な具合に頭をふった，それは『う 

ん』とも『いや』ともどっちともとれた。

12. ĉi estis virino, kiu povis havi la 
aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj. (M 24)
年の頃六十炭位と思へる女であった。

13. Je 1'unua rigardo povas efektive 
ŝajni, ke ni pekas kontraŭ la natura leĝo.
一寸見ると自然法則に違反してゐるやうに 

見えるかも知れぬ。(LR1り
14. Kun tiuj ĉi malsaĝuloj oni efektive 

povas perdi la paciencon. (H 96)
こんな鹿馬者にか、ってはほんとに堪忍袋 

の緖力:切れるかも知れぬ。

15. Tre povas esti, ke la plimulto de 
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ni ne ĝisvivos tiun momenton, kiam 
triĝos la frukto de nia agado.(卜 K 284)
恐らくは〇……と云ふことは大にあら5 ) 

吾々の大部分の者は吾々の業績が實を結ぶ時 

迄は生きて居ないだらう。

16. Tre povas esti, ke la tuta projekto 
montriĝos neakceptinda. (OV 405)
案全體が採用出來ぬものとわかることがあ 

るかも知れぬ。

17. Hodiaŭ la problemo interesas la 
publikon, morgaŭ ĝi povas esti indiferenta 
por ĝi. (M 149)

今日該問題は公衆の興味をひいてるが明日 

はもうどうでもよい物になるかも知れぬ。

18. La forlaso de unu speso povus fa
riĝi kaŭzo de malordo en la kalkuloj, kon- 
trrŭ kiu mi devas plej severe nin gardi.

一錢をないがしろにしたため計算が不しだ 

らになるかも知れぬ,計算のふしだらは嚴重 

に取締まらねばならんのです。CM 99?
19. Se oni volas agi, oni agu en la 

minutoj de la volo, ĉar la volo povas 
baldaŭ malfortiĝi. (H 139)

やるつもりなら一念發起の時にやれ，一念 

(意志:Hま弱まることがあり得るものだから。

2〇, Mia Dio, mia Dio, mi povus perdi 
mian servon・(Rt 101)

ヤレヤレ,首になるかも知オしん。

21. Kaj se li batis lin per mana ŝtono, 
de kiu oni povas morti kaj ĉi tiu mortis, 
tiam li estas mortiginto. (Nm 35)

そのために人力:死ぬ程の手石を以て人を打 

ち此の者が死んだら 彼は殺人者なり。

〔註;)tiu Ĉiは近き方の者linを指す。

22. Kial do, oni povas demandi, propono 
tiel senfundamenta povis plaĉi al kelkaj 
el niaj amikoj ? (LR 16)
一體c設問してもよい位)どうして此んな 

根底もない提案が吾々仲問の何人かに氣に入 

るやうな事があり得たのだろ5 (不思議千篦) 

〔註〕oni povas demandiは『不思議な事(で 

聞きたいもの)だ』の意の揷入句。

23. Ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke 
li vidas la patrinon・(F 40)

彼女を見たものは誰でも母親かしらと思っ 

たかも知れぬ(位よく似てゐた入

24・ Jes, tio povus esti pli bona! 
(FUI 27)
左樣，その方がいゝかも知れんて。

25. Mi devas zorge levi ĉiujn pecojn da 
papero, ĉar facile povus okazi, ke iu re
konus mian skribon! (Rt 12)

よく紙切を拾ひあげとかなくてはならん 

ぞ,すぐおれの手績だとわかることがないと 

も云へんからな。

26. Mi vere povus ekmalami vin por 
tiu stranga malsatado de virinoj. (M 50)

そんなに女を馬鹿にするんですものあなた 

が嫌ひになるかも知れない。

27. Diru mem, Ĉu hundo aŭ ĉevalo 
povas ridi ? (FI 90)
一體犬や馬が笑ふ樣な事がありますかい。

28. Ĉu ni kun nia laborado staras sur 
vojo tute certa, aŭ ni povas timi, ke iam 
nia tuta laborado montriĝos vana ? (OV 395)
吾々は吾々の事業を碇乎たる道程の上に洱 

いてゐるのだらうか,それとも吾々の事業が 

水泡に歸することを心配する樣なことが起り 

得るかしら Kp... aŭ ni devus timi, •••心 

配せねばなるまいか。

29. Ĉe tiu ĉi malsano unu horo povus 
decidi inter vivo kaj morto. (FK 108)

此の病氣は一時間で生ĴEが決せられること 

がある(…povus decidi.. •=povus oka応 

ke unu horo decidas • • •)
3〇. Malriĉeco povas iri kun fiereco. 

Povas okazi，ke malriĉeco iras …
貧困は自敷心と並び行くことがあり得る 

(武士は食はねど真揚70。(M 69)
31. Li povas alveturi en ĉiu horo (Rz

6) = Povas okazi, ke li....
いつ何時やって來ないとも限らぬ。

32. Homoj povas veni, kaj homoj 
povas iri, sed Esperanto daŭrigos ĝis la 
idealo por interna cia lingvo estos atinginta 
sian venkan realigon por la bono de la 
tuta homaro. (OV 412)
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人は來り》人は去る，然しEsp.は國際語の 

理想が全人類のため美事實現する迄はやって 

行く であらう。〔註〕daŭrigos (sian aktivecon, 
laboron, agadon)『繼紹してやってゆく』の 

意;daŭri凱に『存續する』。

33. Ne voku diablon, ĉar li povas aperi. 
惡魔を呼ぶな，ほんとに出て來るかも知扌し 

ぬから(觸らぬ神にたゝりなし)(P 221)
SI. Ne babilu tiel laŭte, ĉar ŝi vekiĝus ! 

Ŝi povus ankaŭ forkuri de ni.
大きな聲でおしゃべりするな，彼女が起る 

かもしれぬ。そソし處か送げて行ってしまふか 

も知れたものではない。CFI 25)
3〇. Tia vidaĵo vere povas enuigi.
(FII 125)=oni povas enuigi de tia •. • 
そんな光景は5んざりだと云へやう。

APLIKOJ IX

1.その事件が彼の死と關係があらうなど 

とはちっとも想像さへしなかった。

2 どうしてあゝ自分のことばかり考へて 

居られるのだか不思議だ。

3. 君の云ふ方が本當かも知れん。

4. 手袋をはめずに出てゆくな,こんなに 

寒し、から手に霜燒が出來るかも知れん。

5・新夫婦はうれしくて夢中だからそんな 

事なんかぢきに忘れるかも知れぬ。

6. 夜半に嵐の吹かぬものかは。

7. そんな獨りよがりの理論は識者の笑を 

買ふ位が落ちだら5〇

8. 本當かも知れん，询からそんな障があ 

ったから。

9. 彼が噓を云った?ありさうな事だ。

w.その事は起りさうだったぱかりでなく 

當然起るべき事だったのだ。

〔前號APLIKOJ VIIの解

1・ Mi neniel povas vin kompreni.
2. Mi ne povas legi la leteron, Ĉar ĝi 

estas sigelita.
3. Li ne povis veni pro malsano-
4. Pre bedaŭrinde mi ne povas akcepti 

▼ian peton.

5. Neniel mi povas rekoni tiun homon.
6. Vi ne povos sukcesi en la ekzamen〇. 

se vi ne laboras pli diligente.
7. Li povas paroli nur en Esperanto.
& Kierii povus sukcesi, se li estas tiel 

maldiligenta ?
9. Mi ne povas iri, ĉar mi havas mal

sanan familianon (又 malsanulon en 又 Ĉe 
mia familio).

10. Ĉar eĉ ŝtelisto povas esti esperant
isto, se li nur lernas Esperanton, ni do ne 
povas malpermesi, ke militaristo sin nomu 
esperantisto.

11. Ne eble (乂 Sensencaĵoj! Vi ne 
povas tiel opinii serioze. (Rt 19/16)

12. Oni ne ĉion povis malkaŝi al mi. 
(Rt 7/6)

13. Neniu povas diri (又 pensi,又 ri^ 

marki), ke mi havas ian rilaton al(又 kun) 
la afero・ CGD 8/-2)

14. Tion mi garantii ne povas. (M 100)
15. Tion al li rakonti (又 diri) mi ne 

povis kaj ankaŭ ne devis・
〔本號 AFLIKOJ VII! の解〕

1. Vi povas iri, se vi volas.
2. Vi ne devas iri, se vi (eĉ) volas-
3. Vi povas ne iri, se vi ne volas.
4. Oni povas lin nomi saĝulo^ sed Coni^) 

ne (povas lin nomi) bonulo.
5. Sen trograndigo oni povus diri, ke 

Esp. estas unu el la plej grandaj mirakloj 
en la dudeka centjaro CX jarcento).

6・ しa bulvardo Ginza estas, oni povus 
diri, la Grand Boulevard de Tokio.

7. Tiam oni povus nomi Hongoorn la 
Kvartalo Latina de Tokio.

8. Li estas honestulo, mi povas certigi 
al vi (又 vi povas esti certa 又 vi povas 
kredi al mi)

9. Mi povas atendi, ĝis vi estos libera.
10. Ĉio estas jam en (la) ordo. Li 

povas veni iam ajn (又 Kiam ajn li p^vas 
veni).
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闘 い の 記錄

S- Nishida

きの"International Language "で
Jespsrsenは「國際語」Novia!を發表し,その

著作の前半,國際語の小史中Esp・の歷史を 

取扱った箇所カ迄る。Demagogioとpedan
teco に滿ちてゐる。默過することはよくな 

い。最初にZam.の意味を墓礎とし,pedan
tulo なる名詞を彼に向って定義しておくのも 

興味のあることである,と云ふのは，如何に 

理論,考えの上で誇らしく優れてゐようと又

J.にとって「完全」であろうと，praktikoが 

その反對のことを立證するのに盲目であるか 

ら。彼のEsp.に蟄Fする歷史は曲解にi前ちて 

ゐる……次の如くならん。（大なる疑間を帶び 

た性質なるものによって,思慮分別まノろre
formoj 力:不幸にして束縛された。Esp.の 

adeptojが苦しく增加した時も,そうであっ

たように,ほんの少數の保守的分わ；Esp.界 

を左右し,reformojを防げる爲にあらゆるこ

とをなした....大部分のEsp-istojはZam.
の體系の不完全に對し目をつむり,"Kara 
Majstro"カ馆&期の"Dat.uvaT'と同値にな 

るそのような讃唤の狀態になるまで孜々と働 

いた）。

Esp.は現在^百茁の人の生命と共に躍動

してゐる力;，この成功の條件は言・語學的な間 

題に據るのか? J.の完全•不完全の問題か?

Ne, J.の目から見たる「完全」を汽喋りする

ことではない。 探語と名付けるだけで

は不充分であり,若し國隐語と名付けること 

たよって「國際語」となるなら,Basic英語 

も國際語となるであろうが事矢はこの反對 

だ。又reformojも成功を筋すものでなはい。

これに就てはProf. Cartの短的に解答を與 

へてくれる玩味すべき言葉がある。"Ni ebla 
tro forgesas en niaj polemikoj, ke, se Esp. 
estas nur lingvo, la demando pri lingvo 
internacia estas socia demando. Perfekteco 
de la ilo estas certe elemento de V sukceso, 
sed nek la sola, nek la ĉefa. Oni grave 

eraras, kiam oni penas solvi la demando» 
per simpla kamparo inter diversaj lingvaj 
sistemoj. La moralaj, la ekonomiaj, la 
opiniaj kondiĉoj, kiujn pure lingvistoj aŭ 
filozofoj tro volonte juĝas flankaj elementoj 
de la serĉata solvo, estas mi ne diras tiei 
gravaj sed pli graraj, ol la nur lingvaj.

Mi estas absolute konvinkita, ke, eĉ ei 
sola filologia vidpunkto, Esp. tre superas la 
lingvon Ido, sed, eĉ se tio ne estus ĝusta, 
Esp. tiel superas ĉiujn konkurantojn per 
ĉiuj ceteraj elementoj de sukceso •…"

Esp.の成功は個人的な問題でな力、った。勿 

論言語學者J- 一人の『完全」の問題でもない。 

Sociala problemo! Esp.を襲った reformoj 
の問題が葬られたのも，Esp•便用者大衆がそ 

れを欲しなかったと云う和實に依據する。少 

數の保守分子がBO!的に行動し,不幸にして 

思盛分別ある（事代はこの正反對だが）re
formoj を拘束した,と言ふは，Esp.進展の 

その力に對する認識の缺如だ。Esp.の進み來 

た道が眞理を雄辯に物語るよ5に完全・不完 

全によるreformojに對するpedantaな議 

論ではなく,默々たる蜜用がEsp.を一母ー・ 

步勝利へ進めて行った。この事を知れるZam. 
はEsp.の發表と共に全蓉作權を放棄した。 

又Esp.運動統一上の必要から,恰もEsp.の 

代表者かのように，majstro視される苦痛を 

忍んできた。この事は誠實を吐露せる彼の大 

會の演說で知り得,一介のEsp-istoであるこ 

とを希った。Esp.の創造者は大衆で爲る。こ 

れと反對に Schleyer は katolike に Volapuk 
の命令者であり,創造者たらんとする自己の 

席を rezervi した〇 常に demokrata な Zani, 
とaŭtokrataなSchleyerとを同値に見るは 

歴史の具眼者ではない。J.は正にこの人だ. 

Fundamento の''netuŝebla"も katolika 
pastro» Schleyer的所存からでないことも明 

白。Esp發展の力の弱かった初期には,崩壌
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けるため,とりわけ"severa unueco"力: 

必要だった。併し理解せねばならぬことは, 

Zam.は"ia papo"のように永久に----

"kiam la estonteco de nia afero estos 
absolute ekster danĝero netuŝenda を叫 

ぶようなことはしないであろう。次に如何な 

る物の創造も以前の物に對する批判と,それ 

からの攝取から4ゾしる。Esp.がそれ以前のも 

のの優良な部分の繼承も亦必然。J.がEsp. 
のsufiksoj大部分はVolapuk同夷arb让ra, 
と言うは眞實を穿たない。數箇の例を除き彼 

の言葉は當らない。又Esp.の整然たる語尾 

も實は形こそ違え,所謂自然語の中に不完全 

ながらもその自然の見本がある。日本語の例 

に,行かん，行き,行く,行け，行かう，を見 

よう。賀茂眞淵はその各の働きにより，初言, 

體言，用言,令言,助言と區SIJした。好箇の見 

本! Zam.は自然語中に於ては盲目的に不規 

則に無統制に又不完全に働いてゐたその力を 

意識の活用の下に置いた,と言ったその言葉 

は正にその通りEsp.の中に實現された。こ 

の事は又Esp.の龜然たる權咸あるkorela
tivaj vortojにも言い得る。僅かながらも 

"Vi havas en via germana lingvo peceton 
de la fama tabelo, aŭdu; Wann-dann, was- 
das, wer-die, wie-der, vvessen-dessen, wes- 
sahlb-deshalb, warum-darum ! . •・ Ĉu vi jam 
rimarkis, ke ankaŭ nia tabelo estas natura 
posedaĵo de vivanta lingvo, majstre enplek
tita en Esp.?" (Marie Hankel) Esp.はも早 

この貧弱な見本に瑞喜の淚を流し，自然の謂 

を以ってそれに洎隨することは不可•fiE。逆に 

Esp.は自然の不完全を矯,Eし,完成した。 

ĝistiamajnなる例もEsp.の屈伸性を示し, 

ajnの音も不自然でないことを附記してお 

く。'' Heute fuhr ein neuer mit Heu bela- 
dener Wagen in eine Scheune ein. M
世界到る處Esp-istoを見出さぬ土粗!はな 

い。正に理際語とEsp.とは同一視されてゐ 

る。Ĵ.は死生兒Novialを抱えてhisterieに 

叫ぶ。「二十i肘6の初期から殊に第一冋萬國大 

會の大成功以來Esp・が流行しだした……こ 

の成功もEsp.が到る處で採用されてゐる,と 

言うことではなくして，街頭の人々が“ Esp.” 
と''國際語''なる觀念を同一化した一in
terlingvo 思想實現の爲に非常に有害であっ 

たし又有害である混同ーーその理由はEsp. 
は本來の世界語(Espは國際語でこそあれ, 

未來の世界語にまでpretendiしない。J.に 

してかくの如し。)であり得ないことを知り又 

そう見る人は，そんな言語はいつになっても 

採用されないであろう，と云う誤れる結論を 

引出す虞があるからである。」Esp.カ滋固と 

して存在してゐる以上，これから出現する如 

何なる凰際語も自慰的に國際語と名付ける以 

外國際語たり得ない。それらの國際語はEsp； 
に營赛物を吸收される以外,勝利し成功した 

Esp.の席を除き得ない。

“ Por ke la lingvo estu intemacia ne 
sufiĉas nur nomi ĝin tia.

Griza Vivo
Mi songe desegnas rondformon» 
Nomiĝas ĝi „ hejmo, dolĉnomo^ 
Mi amon, vi pecon dediĉas.

Ni metas la gloruniformon, 
Sur cirkonferenc1 en renomo 
Kuniras/ 一 eterne feliĉas.

Reale jen du paraleloj, 
ĉi estas la griza simbolo
De nia vivgeometrio.

N语 i m u ra-Masao

Neniam la mastoj kaj veloj 
Alportas laŭ Ja orakolo
Nin hejmen, 一 nur sur la linio.

La rondo, paralellinio, 
Dolĉnomo kaj rekto-fatalo, 
Sciencaksiocno, ardamo.

Kuraĝo ? sŭ abnegacio ?
Mizera reaT idealo, 
Sciencon batalo ?! akhmo?!
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數式簡 易讀 法
小町田幸雄

數式を讀むと云ふ事はたVに賁用の上から 

のみならず、式を一種の樂譜と看做す事に依 

て昔の中上り一定のりトウモを感じ、直ちに 

嫩理の深き殿堂の調和の美に接する爭が出來 

ると云ふ便宜がある。

讀む爲の數式一鑑賞敷學一數理蔭術

數學は決して學者獨りのものでも技術家の 

玉手箱でもあってはならぬ.そは文海、繪畫、 

音樂、映畫と同じく一般民衆の鑑賞物である 

べきだ。（誇大妄想狂のたはごと）

夠b,り....巧y, z
(も bo, eo,.......kso, igreko, zo)

A, B, C,....... X, Y, Z
(a granda, bo granda, eo granda,.......kso
granda, igreko granda, zo granda) 

虬«,爲……

(a germana granda, be granda, ce granda, 
••…)

〇1» P» T,.......
(alfo, beto, gamo,.......)

a;昭……

(a ŝultrosignita, a duoble ŝultrosignita, a 
trioble ŝultrosignita,……)

迅a1, a2,……am
(a nulagradat a unuagrada, a duagrada, 
.......a moagrada)

b, b>, b?. .......bn
(bo nula, bo ung bo dua,.......bo noa)

Phみ....外

(eo unua duagrada eo dua triagrada, •••••• 
oo noa moagrada)

+ (plus)
—(minus)
X (multiplikita de)
-t- (dividita de)
〉(estas pli granda ol) 
く (estas malpli granda ol) 
g (proporcias al)

=(estas, egalas al) 
三(kong)uas al) 
丰(ne egalas al) 
" (proksimume estae)

a :b (a por bo)

()(parentezo) { } (ega parente^))
[](krampo) | | (absoluta)

a+b (superstreko a plus bo)
■
f (superpunkto fo) .......(similaj)

n
y/ (radiko noagrada)
3 (sigmo ĝis ko)

レー (radiko)
5? @gmo)

n

2j (sigmo de ko estas unu ĝis no) 
k・l
【I (pjo) n (pjo ĝis no)

n

n (pjo de no estas unu ĝis infinito)
n-l

lim (limo) lim (limo no al nulo)
n—>0

lim (limo no al infinitezimo)
n — ►— oo

n ! (faktorialo no)
nCr> ( r) (kombinacio no ro)
nPr (pennutado no ro) 
f (x) (funkcio kso)
dy •——(do igreko por do kso)

dny • z
(do noagrada igreko por do kso noagrada)

'— (de fo por de kso)

$ (integralo)

(integralo de a ĝis bo)
(integralo de infinitezimo ĝia infinito)

(duobla integralo)
SSS (triobla integralo) 
手 (cirklointegra!〇)

A=D = (determinanto a 
unuaf bo dua, eo 
tria,.......po noa)

3] &2 ……伽
b] bjし3……bn

Cl Cj C3.......... Cn

P1 P2 P31
a= (amn)= /a!1 aj2

| a21 a22

(matrikso a 
moa noa)

\nm] am2 …3mn/

p (nablo) で(nablo duagrada)
log x (logaritmo kso)
colog x (kologaritmo kso)
un x, cos x, tan x aŭ tg x,.......

(sinuso kto, kosinuso kso, tangento kso, 
……)

arccosec y aŭ cosec*" 1 j, arcsec y aŭ sec_： y，



arccot y aŭ eo t* 1 y,.......
(arkokosekanto igreko, arkosekanto igreko, 
arkokotangento igreko,.......)

sinh z, cosh z9 cotli zy.......
(sinuso hiperbola zo, kosinuso hiperbola zo, 
kotangento hiperbola zo,.......)

Si x, Ci x, Ei x
(sinusointegralo kso, kosinuso integralo kso, 
eksponentointegralo kso)

bcr x, bei ker kei x
(ber leso, bej kso, ker kso, kej kso) 

ftn u, en u, dn u (son ut kon u, don u)
C (龙)，S(x), B (p, q), r(p), n(x), Fn(x), 
Qn (x), Jv (z), Yv (z), (z),

H-v⑴仗)

(co-fnnkcio kso, so-funkcio kso» bo-funkcio 
po kvo, gamo-funkcio po, pjo funkcio kso, 
po-no-funkcio kso, kvono-funkcio kso, jo・ 
njo・funkcio zo, igrck〇・njo・funkcio zo, igreko 
minus njo-funkcio zo, ho-njo-fiinkcio zo 
unua, ho minus Jijo-funkcio zo dua)

B (z), ? (z),び(z), % (z, q).......
(peto-funkcio zo, zeto-funkcio zo, sigmo- 
funkcio zo, teto -funkcio nula zo kvo,.......)

0 (x)=erf (x) (tito granda funkcio kso estas 
eralfunkcio kso)

Besf(x) (restofunkcio kso)
A, B, C,……

(vektoro a, vektoro bo, vektoro eo,.......)
(AB) (fikalo a bo) [AB] (vektoro a bo) 
grad(p, div A, rot A

(gradiento fjo diverĝo a, rotacio a)

EKZE ゝ IPLOJ
1. (a 4-b)n=an+(i)an • Jb+($ +

.......+bn
A plus bo, noagrada estos
A noagrada;
Plus kombinacio no unu
A, no minus unua grada bo;
Plus kombinacio no du
A, no minus dua grada bo duagrada;
Plua EĴmilaj;
Plus bo noagrada.

2. sinh (x 士 y)=sinhx cosh/ 土 cosh x sinhy 
Sinuso hiperbola, kso plus minu? igreko 
Estas
Sinuso hiperbola k;〇 kosinuso hiperbola 

igreko;
Plus minus

Kosinuso hiperbola kso sinuso hiperbola 
igreko.

Limo no al infinito,
Faktorialo no, por
No, no plus unu por dua grnda,
K minus noagrada estas
Radiko du pjo.

dx k (af-bb*)
a2cos2x + b 如 n/ 4 a3b8

Integralo de nulo ĝis pjo por du, 
Do kso, por
A duagrada kosinuso kso duagrada; 
Plus
Bo duagrada sinuso kso duagrada 
Estas
Pjo, a duagrada plus bo duagra如 per 
Kvar a triagrada bo triagrada.

rjo-funkcio kso estas
E, minus gamo kson grada, por
Pjo de no estas unu ĝis infinito,
Parentezo unu, plus kso por no pareote«ey
E, minus kso por noa gracia.

dĥc d2v d2z__ 3 底 Bg 9^
ds2 ds2 cis2 dx dy d&

Do duagrada kso por do so duagrada,
Por
Do duagrada igreko por do so duagrade^ 
Por
Do duagrada zo por do 90 duagrada 
Estas
De go por de kso,
Por
De go por de igreko.
Por
De go por de zo.

1 _________ 1 一

E 〃]_2斗ゆ〇+(十)'

Unu por ro granda estus 
Unu por rof radiko
Unu; : ・ ゝ•.打

Minus du ro sultrosignita por ro 
Kosinuso tito ；
Plus ro 晁让rosignita por ror duagrada.



8. J v （z）=彳--（ヨと-- （旦）丫
m!r（v+m+l）\ 2 /

Jo-njo-faŭkcio zo estas
Sigmo de mo estas nulo ĝis infinito!
Minus unu moagrada, por
Faktorialo mo,
Gamo-funkcio njo plus mo plus unuf 
Zq por du, njo plus du moa grada.

9・A（箸）'+（制+（箸）’
Unu por ijo duagrada estas
Do duagrada kso por do so duagrada, 
Duagrada, plus
Do duagrada igreko por do so duagrada, 
Duagrada, plua
Do duagrada zo por do so duagrada^ 
Duagrada.

Noblo estas
Vektoro if de por de kso, plus
Vektoro jo, de por de igreko, plus 
Vektoro ko, de por de zo.

Noblo duagratla vo granda egalos al
Unu por kso granda
Do duagrada kso granda por do kso dua

grada, plus
Unu por igreko granda
Do duagrada igreko granda por do igreko 

duagrada, plus
Unu por zo granda
Do duagrada zo granda por do zo duagrada 
Estas nulo.

12. anx2 + 2a12xy+a22ys + 2aA3x + 28,3y十a» 
=0

A unua unua kso duagrada,
Plus a dua unua dua kso igreko.
Plus a dua dua igreko duagrada,
Plus du a unua tria kso,
Plua du a dua tria igreko,
Plus 3 tria tria estas nulo.
以上は紙者が半歳に反り數萬個の例に於て 

試みた結果最も簡易にして且・優芙なりと思 

はれる證（み方の一斑を示したに過ぎません。 

然しこれとても單なる試案であって今後猶改 

良乙余地が多々ある事と思ひます。讀者睹氏 

にして御氣付きの點あらば何とぞ御敎示賜は 

らん事をc （1933, 8, 24?
其の後岡本氏の御盘見に依り數個所訂正し 

た處あり。________________________________

I第300頁「新聞記密の硏究」より續く〕 

neniun krom kompleta pursanga civitana 
de la regno. La regulo neas liberecon al 
la gazetaro, rajton neniam forprenitan 
antaŭe, ĉi ne povas esprimi sian kritikaR 
opinion pri la politiko de la registaro. 
Mallonge, la nova leĝo faras, per unu 
bato, &ujn germanajn gazetojn prcpag ind- 
organoj de la Nazi-registaro.

〔詛 propazanda ministro「宣傳相」 

はヘロルドの譯語を採用した。Nazi C複數 

Nazis） nacisocialisto, ano de nacisocialista 
germana laborista partia

日印民間塗商殆んど決裂

十日の日印民間會商は兩者の壬張に甚だし 

き懸隔がありそのまゝに終ったが、會商は殖 

んど決裂狀熊に陷った

Hind-japana privata konsiliĝo sur 
rando de rompiĝ〇.

Simla,10.10.—La traktado inter japanaj 
kaj hindaj delegitoj de la privataj kon
cernatoj, kiu estis okazigata hodiaŭ, finiĝas 
en plena malsukceso pro la granda mal
akordo de opinioj. La privata konsiliĝa 
nun staras antaŭ definitiva rompiĝo.

〔註〕koncernatoj 同業全曲（Gros.-M. 
佛エス策典に依る）。會商は英語ではnegoti- 
ation であるがエスペラントでは negocado 
ではない。

前抵邀大誤植訂正270頁右段15行目の 

• •••はjun.の誤り・世界共通の校正符號が 

通じなかつかのに原因するc _

〔ド93頁よりつヾく:！

Sĵ virtulo ricevas redonon sur la tero, 
tiom pli malvirtulo kaj pekulo. （SS 20） 

義人力:此の祉にて報を受くると云ふのな 

ら況んや不義者,罪業の者に於ておや。 

〔注意〕tiom pliがju pliに伴はるるこ 

とあり:

Kaj ju pli da laborantoj estos, tiom pU 
rapide estos finita la granda konstruo. （F 
K 316）

働く人が多ければ多いだけそれだけcそ 

の割合だけ）建設を早く終はる。
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學習

LA PATRINO KAJ LA FILO
(El八 Hamleto ", Akto III, Se. TV)

K. Ossaka

REĜINO
Hamleto! Vi distranĉas mian koron l 

HAMLETO
Forĵetu ĝian parton makulitan 
Kaj pure vivu kun Ia dua part〇・ 

Adiaŭ! Sed evitu vi la liton 
De mia onklo, penu esti virta, 
Se eĉ la virto estos ne el koro. 
Kutimo, la demono, pereigas 
La lastan senton en la malbonulo, 
Sed en direkto bona la demono 
Turniĝi ofte povas en anĝelon : 
El la ekzercoj de la bonaj faroj 
Li povas fari oportunan veston.
女王:ノ、ムレット!そなたにさう云はれる

と私の心は眞二つに裂けます!

ハムレット:汚れた方の心の部分をお捨て 

なさって,殘りの(汚れぬ方の)部分を抱いて 

淸くお過ごしなされ。さらば御兔。でずが叔 

父上の寢床はお避け遊ばされませ,本心から 

の操立でないにしても,努めて操をお立てな 

さ:れませ。習慣と云ふ惡魔奴は惡人の心に巢 

喰へば最後の感覺までも亡ぼしてしまひま

す，然しよい方向へ向けてやれば此の惡魔の

奴は天便に變化ることもよくあるもの。善行

を努め積むC練習する)ことから奴め恰好な衣

を作りあげまするて。 

冬考:H 134/-14; H 134/-13; BV 11/-3. 
類例:disfali en polvon.崩れて塵と化す.

(FII 121/-3)
Sindetenado en V unua nokto
Alportas facilecon por Ia dua;
La tria estos jam des pli facila;
Ĉar ekzercado povas preskaŭ ŝanĝi 
Eĉ la naturon mem; ĝi la diablon 
Aŭ humiligas, aŭ lin plifortigas. 
Ankoraŭ unu fojon — bonan nokton ! 
Kaj benu min, se vi ankoraŭ mem 
Deziras havi benon de V Ĉielo.
初めーと夜をおこらへなされゝば(sin*de r- 

tenado)次の夜はたやすくなります,そのま 

た次の夜はなほ更たやすくなると云ふもの. 

と申しまするは努めてのならはしは天性さへ 

も變へます。ならはしは惡魔を屈服さするこ 

ともあ才しば,玄たはびこらすこともある。さ 

も一度----おやすみ遊はせ〇贵女樣自身力

の祝福をお受けになりたくば此の私を祝福し 

て下さりませ。

〔注〕・…des pli facila • • •: des pli は ju 
pliを伴はずして用ひられ得る(«tiom pli).

Li ne venas ? Des pli bone!
奴來ないって?その方が結構だ。

Baldaŭ ili ekamis la silenteman submaj
stron, kiu malmulte parolis, sed des pli

【註】Forĵetu ĝian… 女王が『お前が私 

の心を切り裂くと云ったので『そんなら切り 

裂かれた汚れた方の部分を棄て、汚れぬ方を 

抱いて暮せ』と云ったもの。

multe laboris. (Fili 64)
やがて彼等は此のだんまり屋の弟于がす 

きになった,Jl匕の男はまるで話をしない,

それだけによく

Turniĝi en ion C或る者に)變ずる.

Fari oron el ŝtono-
Turni (ŝanĝi) ŝtonon en oron.
石を轉じてC變じて)金となす。

Ŝtono turniĝis ( = sin turnis, ŝanĝiĝis) en 
oron・石イ匕して金となる。

Ĉiuj fratoj de malriĉulo lin malamas” 
tiom pli malproksimiĝas de li liaj amikoj.
(SS 34)

貧しき者の兄弟は皆をいとふ，況んやそ 

め友に至っては彼を疎んずる。

(以下297頁へつV く)
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新聞記事の硏究
尖戶圭 一

ビール造石高記錄的の激增

ピール界はインフレ景氣と本年の暑氣とに 

感まれ需要著しく增加して頗る活況を呈し・ 

ハ月中の各祉造石高も前年同期に比し約三割 

ハ分の增加で、一月以降累計はハ十八萬一千 

二百五十六石と數年來の新記錄を示してゐる

Bierprodukto montras rekordon.

17. 6•- La bierindustrio ĉijare estas tre 
prospera pro la kreskinta postulo, dani? 
al la inflacia aktiveco kaj la ekstrema 
varmeco de la somero. Kiel rezultato, 
la produkto en aŭgusto altiĝis je 38 % super 
la responda monato de la lasta jaro. La 
produkto de januaro ĝis aŭgusto sumiĝas 
je rekordrompa kvanto de 】59 OOO OOO litroj.

第二回正貨現送.ロ ＞ドンへ

政府は海外拂ひに充當するため來る廿一日 

解戶出帆の郵船香取丸で金塊五百三十六貰・ 

畤價約五百萬［0をロンドンに現進することに 

なった、ヨーロッパに向け正貨現送は金輸出 

禁止後これで第二回目である

Dua or-eksporto London・
19. 9.—Por kovri la psgon postulatan en 

eksterlandoj, la registaro decidis ŝipekspedi 
2000 kilogramojn da oro kun valoro de 
¥ 5000 OCO al London per N. Y. K.-ŝipo 
Katori-maru, kiu forlasos K6be js -1-9 
Tio ĉi estas la dua ekspedo de oro al 
Eŭropo flanke de la registaro depost la 
libera eksporto de la matalo estis malper
mesata.

〔註〕kovri=kompensi 償ふ。

撤退要求文を投下し、聞かねば斷乎爆鑿

非武裝地帶の懷柔を占領した方振武軍の部 

隊は依然同地にあって撤退の模樣がないので 

我軍では斷乎たる于段に出づることとなり、 

综州飛行除の〇機は廿五日午前十時發懷柔に 

向ひ撤退要求文を投下した■尙あくまで撤退 

せぬ時は斷然爆鑿を加へんとするものである

Retiriĝo au bomboj, 
japanoj avertas.

Chinchou, 2b. 9.—Japanaj armeaj aero
planoj flugis al Huaijou de sia bazo en 
Chinchon je IO. horo matene por faligi 
noton postulantan la retiriĝon de la trupoj 
de generalo Chĉn-wu Fang, kiuj montras 
ankoraŭ neniun signon de malokupo for de 
la urbo en la malarmita zono. Se la trupoj 
rifuzos evakui la lokon, la japana aerarmeo 
atakos la trupojn per bomboj.

〔註〕Retiriĝo aŭ bomboj はノ、ムレット 

のĉu esti aŭ ne esti （本誌一月號參照）だの 

ニーチェの &〇 aŭ nenioだのと同じ形. 

retiriĝo, malokupo, evakuo し、づ才I も「撤 

退」の意。
■ ■ ■ ■■ ■ . -

在露ドイツ記者に退去を命令

廿六日露國政府は在露國ドイツ新聞記者全 

部に對し三日間以內に露領を引揚ぐべきこと 

を命じた.これは去る廿二日ライプチヒに於 

てロシャ新聞記者二名が逮肪されたに對し今 

後の保證を要求したるもドイツ側では拒絕し 

たので事こゝに至ったものだと云はれてゐる

Moskva forpelas germanajn 
ĵurnalistojn.

Berlin, 26・ 9.— iuj germanaj jurnalkores- 
pondantoj en Ruslando ricevis hodiaŭ 
ordonon de la sovetregistaro forlasi Ia 
la landon en la daŭro de tri tagoj. Tiu & 
elpelo de germanaj ĵurnalistoj flanke de 
Sovetio estas sekvo de la aresto de du 
rusaj korespondantoj en Leipzig je 22. 9. 
kaj germana rifuzo doni certigon, ke la 
afero ne ripetiĝu.

姙娉尿て胎兒の男女を證别

姙婦の尿を試驗すれば簡單に生れる兒の性 

がわかると云ふ硏究報吿が最近ドイツ醫學週 

報に發表され多大のセンセイションを起して 

ゐる、これは小麥及び大麥の種『を二十時間 

水道の水に浸した後尿て潤した二枚の诡祇の 
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間に挾んで發芽させる、もし胎兒力;女であれ 

ば小麥に比して大麥の方が早く發育し・男で 

あれば大叢の發育は促進されないか又は發育 

が阻碍される.そしてこの胎兒男女鑑定法は 

ノ\十パーセントの適中率を持ってゐると云ふ

Urino diras la sekson de naskoto.
10.10<— Germana sciencisto Julius Man- 

ger kaŭzis grandan sensacion publikigante 
en 44 Deutsche medizinische Wochenschrift M 
(59, 885,1933) simplan metodon distingi 
la sekson de feto per la urino de la 
gravedulino.

Post 20-hora trempado de semoj de 
tritiko kaj hordeo en kondukakvo, oni enme
tas ilin inter du pecojn de filtripapero 
inalsekig让a per la urino. Se la infano 
estas virina, Ia ekĝerminta hordeo kreskas 
pli rapide ol la tritiko, dum en la mala 
okazo, la kresko de la hordeo estas aŭ ne 
akcelata aŭ malhelpapa. La metodo havas 
certecon de S0 %•

〔註〕實はsensacioヵ:起きてゐるかどう 

かは存じませんが新聞記事らしく書けばこん 

・なものでせう〇

大西洋艦隊殘留の理由

キューパ.パナマ等の巡遊を經て當地滯在 

冲の米海相スリンスン氏は本日新聞記者團と 

の會見に於て次の如く語った

米國大西洋艦隊の太平洋殘留は瑕初經濟間 

題のためであったが現在では極東に於ける情 

勢の進展を注視してゐる形で・適當な時機が 

來れば何時でも可揚げる.氷國の海軍政第は 

太平.大西兩洋に巨大なるニケ所の根據地を 

持つことだ

Restado de usona ŝiparo 
ne pro ekonomio.

Honolulu, 2.10.—La restado de la usona 
atlantika ŝiparo en Pacifiko estas pro la 
celo observi la nunan situacion de Ia Mal
proksima Oriento,—diris hodiaŭ en inter
vjuo al gazetaro usona Sskretario de Mar*  
armeo Claude Swanson, kiu venis tien & 
post vizitoj al Kubo, Panamo k. a.

rimarkindaj punktoj de la dekkir*  
estas:

° Komence, la atlantika ŝiparo estis tenata 
en Pacifiko pro la ekonomia kaŭzo, sed 
nun la situacio montras la necesecon de 
atentado super la ekstrem-orientaj aferoj 
Tuj kiam venos taŭga tempo, la ŝipoj trans
iros al Atlantiko.

"La usona politiko pri mararmeo troriĝaa 
en la establo de du grandaj bazoj, unu e« 
Atlantiko, la alia en Pacifiko.''

〔註;!記事の始めに全體の大要を簡潔に書 

いてしまふのが新聞文體の慣習であり.我覘 

のĵurnalismoも旣にこの方法を採用してゐ 

るが西洋のものは甚だしい。本文ではそれに 

做ってumiaj liniojを書いて見た。Sekre- 
tario旣に述べた樣に米國ではワシントンカ; 

獨立を宣言した當畤の名をそのまゝ大臣のこ 

とをsekretarioと云ふ・尤も佛敎の極樂に 

paradizoなる語を當てる位だから米國のsek・ 
retario.露國の popolkomisaro を ministre 
と云っても差玄へはない。

ヒトラ首相新聞統制

ヒトラ獨首相の久しく志してゐた新聞統制 

計芻はいよいよその緒につき四□同案は尸べ 

ルス宣俺相によって閣議に規出され・その第 

一部が通過確定した.之に依り政府は記者に 

異分子を交ふることを禁じ・從來認められて 

ゐた言論の自由を否定して政府の政策に批拜 

を加ふることを許さず、要するに一豺こして 

ドイツ全新聞をヒトラ政府の御用機關たらし 

めんとするものである

Hitler kontrolas gazetaron
Berlin, 4・!0.—La longdaŭra deziro de 

kanceliero Adolf Hitler havi la kontrolo» 
super la gazetaro de la lando estas finfine 
plenumata. Merkrede propaganda ministro 
d・てo Goebbels submetis al la kabineta kun
sido la planon por la kontrolo de la nacia 
gazetaro kaj la unua parto de la propon・ 
estis aprobata. Laŭ la nova regulo, la 
ĵurnalo ne devas dungi en sian oficistaron 

〔以ドカ97頁へ〕



混成時の用法をめぐる論戰

estas 〜ita か estis 〜ata ? (4)

3. Porto Carreiro Neto 氏の說

前囘紹介の Waringhien氏の說のでた後 

H Lingva Kritikon 誌には T. Jung 氏の再 

陵の自說强調や Bauman, PadfidJ, Engholm 
氏等の篦單な睨が紹介されたがこ人には省略 

して同誌第し號にでたブラジルのD・!•〇 Porto 
Carreiro Neto (LK-ano)の"Lh formoj ata 
kaj ita en la Z.imenhofa uzado ''を紹介する 〇 

同氏の說はザメンホフ博士の澤山の用例を 

調べてJung氏說に反對したもの。次にその 

要點をのべる。

『ataでpreteritoを示すこと卽ち獨立した 

完了した動作を表すことは理論的根據がな 

い。自分の記憶によれば14Originala Verkaror 
中ではuestis afanがpreterito卽ち能動態 

(aktiva voĉo)ならisを用ひる場合つまり瞬 

間的の完了せる動作を示すために用ひられた 

例が一つもない。

M Fuud. Krestomatioの中の Antaŭparolo 
K."・・・ Ĉ3r multaj esperantaj libroj estas 
verkitaj de personoj ・・・"**  Ĉiuj artikoloj en 
la F・ K・ estas aŭ skribitaj de ini mem, aŭ一se 
ili estas skribitaj de aliaj personoj — ili estas 
korektitaj de mi ・・・''
とあ 2・〇 Z 博士はこの際 estis verkataj, skri
bataj, koreketajとは云ってをらぬ〇

"Marta "の p. 84 に"…la vizaĝo de 
Jn juna patrino estas desegnita de vi kun 
videbla sentemeco ...n 又 p・149 に u ... la 
fino de la manuskripto, ĝiaj lastoj paĝoj estas 
tradukitaj bonege ・・・''

"La Batalo de1'Vivov の序文の中に 

"ĉar la verko ne sole ne estas tradukita el 
In originalo,... vとあるがこれは卷頭に凸版 

でZ博士の自筆のまゝ入ってゐるがそれを 

みると上の所のestasは初めestisと書いて 

書きなほした事が明瞭にわかる。

自分はつとめて動作を表してゐる用例をか 

ゝげたつもりだ,何となればestas itaは又狀 

態を示すこともあるから。例へばJung氏り 

云•ふ樣に "Lu pordo estos fermitaf,はつま 

9 44 la pordo troviĝas fermita,f である 〇 併 

し Jung 氏は a oni malfermis la pordon,f と 

云ふ完了した動作を示すのに"Lu pordo 
tanis malferuiah を使ひたいと云:ふ〇しかも 

ataは繼繙を示すものと云ふ。自分は泌3及 

itaの意味自體からおして “ S-ro A. estis 
elektata prezidanto ‘‘ (=oni elektis s-ron A. 
prezidanto), 又は ‘‘ Enirante en la arbaron, 
ni estis atakataj.nと云はねばならぬといふ 

爭は首肯できぬ。ataは現在時asから由來 

したものでその帯柄の超る時に關して現任の＞ 

動作卽ち未だ存在しっゝある動作を示すもの 

でitaはpreteritoのisからでたもの故結 

果卽ち完了した動作を示すものでちる。

だからestis ataは次の樣な埸合にのみ用・ 

ひられるものだ。

(a) 他の動作と同時(samtempa)の顿作。

例:"・・・ あi tie la infanoj ludadis ・・・ dum 
en la sinagogo estis legata la semajna partaĵo 
(Rabeno de Baĥaraĥ, p. 9).

】udadoとlegadoと同時である。

(b) 承續(longedaŭra)する動作c

例:"・・・ S solnj aŭdeblaj sonoj estis ia 
akra sonado de Ia grandegaj tondiloj, kiuj 
preskaŭ senĉese estis movataj de la spertaj 
manoj" (Marta p.196)

(c) 習慣的(kutima)動作。

"La planoj estis farataj en unu sola loko 
・・・"(Kabe : La Faraono Voi J, p. 99)

上記の外過去の瞬間に韶いて行れつゝあっ 

て未だ完了せぬ(nekompleta)動作を示すの 

にも用ひられることは云ふ迄もない。

例:Palacoj kaj vilaĝaj dometoj estis 
vidataj tra belegaj arbaro ・・・"(F. K. p. 39) 

Cここではそこへ來た人は 誰れでもそれを 

見たと云ふ意だから;)。

'■ Per eia naskiĝo ・・・ Ŝi estis rigardata k：y 
sin mem rigardis kiel virinon kleran." (Marta 
p.131).

a Tie en unu bela mateno de aŭtuno estis 
aŭda U muziko kaj sincera ridad 〇...'' (B. 
del'V. p. 7)弊々。いくらでもその例が為 

る。

XXX
叔我々は能動形に於て"Mi ricevis mian di

plomon n (私は生きてゐる)と云ひ又"Zamen・ 
hof ricevia sitn diplomon '' (Z は死んでゐる) 

と同じ云ひ方をする。併し受動形ではu Mi 
estas diplomita inĝeniero *・ と 云ひ u Zamenhof
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esti diplomita kuracisto *と云ふコこの最後の 

例はハッキリと狀能の休止(&8〇 de la stato) 
にはestisの時を用ひることを示すものであ 

る。だからzもワシントン大會の閉會の辭の 

中で

u Estas tre grava fakto, ke 13 Registaroj 
estis oficiale reprezentitaj •••ハ(Orig. V. p・ 
400)〇 又 n ... tie ĉi estis akceptitaj jam multe 
da tre gravaj gastoj." (〇, V. p. 381)

"ゝlin patrino komence estis tre afliktita 
・・・" (Marta p.113)僚。

又別の方而から考へてみると。死んだ人に 

ついて"Li estas mortinta 9と云ふ事もでき

るがこの場合は現在の狀態を示したい時であ 

る〇 例へば u Zamenhof estas mortinta jam 
de pli ol15 jarojと云ふ〇これは彼が現在の 

狀態(nuna stato)に於て死んでゐるので彼の 

mo. tintoと云ふ 狀態が繼績してゐるのであ 

る〇 云ひかへれぱ "Zamenhof estas homo 
jam kaj por ĉiam moriinta M なのである 〇 所 

でZのnaskiĝo, diplomiĝo等について云ふ 

時は唯"Z・ naskiĝis (=estis naskita) la 15an 
de dee.1859”. (F. §12比較)。つまり旣に 

死んだ人のnaskiĝoといふ事は過去(pajnta) 
以上の出來事である。といふのは今まだつヾ 

いてゐる彼の死といふものが現在に最も近い 

出來事卽ち完了 (perfekto)なのだから。彼の 

naskiĝo, diplomiĝoと云ふ事柄は彼の死によ 

って休止したわけである。

これらの例は又完了した動作の後"不繼續 

の狀態(nedaŭra stato)又は okazan situacion
を示すものである。上記のOV (p 381)の例 

に於いてその肽態が旣に終ったのだから

“ estas akceptitaj ”と云ふ事もできぬし完了 

した動作を示すもの故"estis akceptataj ”と 

云:ふ?JFもできない〇卽ちestis akceptitajよŬ 
外に云;ひ樣がない。

特に我々がちる過去の薛間を示すにはその 

文の中にkiam, tiam等があったらestisを 

用ふべきは明かでその際その動作が完了した 

ものならi血をそへる事も明かである。

乃博士の用例の中にはまだその狀態が繼續 

してゐるのにestis itaを用ひたのがある。

ハ］li diras, ke la Lingva Komitato ehtas 
elektita a ne lege " !・・・

3 Ĝi estis elektita en kongreso, en kiu ••・バ 

(〇. V. p. 450)
このL. K•はまだその時繼續してゐたも

のでおる。Zはそのelekto "行はれた時を 

限定して表現したのでちる。

又とのestiがtroviĝiの意味である場合の 

外に"mi estas esp-isto nの如く動詞が述器 

を主認にむすびつけるものでちる場合にも。

u Tiu ĉi palaco estis konstruita cl helflava 
brilanta speco de ŝtono •••ハ(F. K. p. 44)

u Snitchey kaj Craggs estis edzigitaj. (B・ 
V. p. 30)

つまりこれでは ula palaco estis domo 
konstruita •••ヽ nS. kaj C estis homoj 
edzigitaj と云ふ事にならうcそれらの文は 

pluskvamperfekto を 示してゐるが estisが 

troviĝiの意味でない。

estis itaをpreteritoに使ふ事に反對の人 

もあるがCnenaturaだとして;)併しよく考察 

してひ上う。例へば“Sribis”はどういふ意 

味をもつか。旣に完成した行屁として考へよ 

う。''skiibis''(完了 した動作〕は “igis skri- 
bita"を意味する。私が手紙をskribisした 

と云ふ事は"mi igis leteron skribita n とい 

ふ事になる。從ってこれを受身で云へば 

li letero iĝis skr bita "となる。一般に iĝi で 

終る動詞については同樣の事が云へる。卽ち 

detruiĝi = iĝi detiuita=esli detruita である 〇 

故に"En tiu batalo du aeroplanoj estis 
detruitaj=iĝis detruitaj ==detruiĝis.n 卽ち"En 
tiu batalo oni detruis . • .=oni igis …detru
itaj ”となる。

Zam.博士の用例を見よう。

u ... kiam la vespero fariĝis pli mallumae 
centoj da koloraj lanternoj estis ekbruligitaj 
…” (F. K. p. 41)

u La ideo estis unuvoĉe akceptita kaj tuj 
estis kunmetita telegramo ... n (同 p・ 85)

"Ĉi tiu demando estis farita per tono 
ĝentila …” (Marta p. 25).

"La kaleŝo estis antaŭ la pordo. Izi 
pakaĵo estis surmetita ... n (B. V. p. 28)

"Antaŭ kvin jaroj, ĉe la Bulonja kongresot 
estis prezentita projekto • • • " (〇. V. p.

a .. . mi prezentas al mi, kiel malagrable 
vi kredeble estis surprizita, kiam vi •…trovis 
tiun demandon! n (同書 p. 322)

これらの文に於て“esti”は“igi”に尊 

しく 4< troviĝi jam antaue nの意ではない.强

いておひたければa troviĝi de liam 戈は 

“ ektroviĝi °の意だといへよ5 〇
かようにして述語を主語にむすびつけるた 

めこの助動詞estiの意昧に次の様な三つの 

段階をみる:

(以下308頁へっじく)
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Landvojo de Vamasiro

Sur !a longa
landvoj' de Vamasiro, 

Ĉevale iras
ĉiu alia vira

Dum mia kara 
sola# piede vojas・

Vidante tion. 
m> ĉiam nur malĝojas.

Lin kompatante 
doloras mia koro

De la patrino
jen kara rememoro: 

spegulo brila
kaj bela rava ŝalo.

Ĉi ĉion kune 
alportu por ĉevalo/ 
por ŝangmaterialo.

Aldono
En la Idumi

ĉiam la travadejo 
prcfunda estaa

Ho mia kara, via 
basko malseka restas.

Aŭtoro nekonata
trad. K. H. Sisido, Kiota.

paŝos surtere.
Ni piediru kune

ho, man1 en man' prefere.

—E1 „ Manny6-syŭ "—

山 背 道
讀人不知

っぎねふ山背；）道を

人づまの馬より行くに

おの夫（孝の步より行けば 

見る每に 哭3）のみし泣かゆ

そこ思ふに心し痛し

垂乳根（鞋）の母が形見と

吾が持たるますみ鏡に

嫡蛤領巾（謨レ）

負ひ並（ナ）め持ちて

馬かへ吾が背

反• 歌

泉河、渡瀨深見.吾世古我、

旅厅衣.裳沾鴨

Se mi aĉetos
ĉevalon, mia kara

馬替者、妹步冇將有、縱惠八子. 

石者雖履、吾ニ行

—萬葉集（卷十三）ーー

〔註）landvojo公逍、本逍。「つぎねふ」枕 

詞であるから好い加減なŜsで代用させてお 

< 〇 sola. piede vojas 本譯詩は抑揚格 jambo 
（一 / 一 / —）であるがこの一句はc/— — / 
—/—）である、この例外は komenca ĥor
jambo と云ひ許されてゐる。尙このsolaは 

mia kara sola とか 人る〇 txy<w=voj iras. De la 
patrino は rememoro （=rememoraĵo） de la 
patrino でおる 〇 por kantmaterialo por は kiel 
と同意（Plena Vortaro 參照）〇 la Idumi, rivero 
Idumi,今の木津川〇 & fni aĉdos は eĉ se rui 
aĉetosと同じ。短欣の®?譯に於て韻を踏むと 

すれば少くとも上の句及び下の句の終りには 

rimitaj vortojがなければならないと思ふ、本 

年四月Q Lit. bld・にカロチャイ、ヴァリン 

ギン等五氏の「もしびきの山鳥の尾」の譯が 

出、後誌上でシュワルツの冷笑を買ったがそ 

の譯には锻の點でも遺憾がちった。最後に作 

詩法、metrikoの參考書として小坂狷二.作 

詩法講義、Kalocsay, Lingvo Stilo Formo, 
同、Eterna Bukedo 卷末註、同 Waringhie« 
共著?arnasa Gvidlibroを（上の順序で）一 

讀されんことを盟む。
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fpOLuĴOĴ

厂二〃ノ彳厂巾—

ravi

Pa H む?e«.

昨年私わ本誌上でUEA, SATの二大國際 

Esp.園径Q會員數,Heroldo de Esp.の讀者 

數，esp-istoの數に就いての D-ro Dietterle 

の統計,Esp.の本の數に就いてのStojanの 

統計等を基礎にして,世界のEsp.運動の現狀 

に關し統計的な觀察に依って信賴するに足る 

資料を與えようと試みた。(La Revuo Orien
ta, N-ro 3 p. 96-99,1932)そしてその際チェッ 

コスロパキャの國際画鑒會員數が他の國に拔 

んでて意外に多く,ドイツに次いで阻界第2 
であり,人口に對する割合を取って見ると世 

界第一である爭を指摘したが,何故チェツコ 

スロパキヤでわそんなにEsp.運動が盛んか 

私にはわからなかった。この點を明かにする 

亭わ單にチェツコのEsp.運動を硏究すると 

音うに止らず,世界のEsp.運動の行く手に相 

7;了の意義を持って居るものの樣に思われた。 

その後乂色々の點でこの疑問が深まる一力だ 

ったので,この問題其他に 就いてcirkulero 
を發して】CK の K reuza；, UEAのHans

チェツコスロバキヤの

エス連動の特異性
ノ

Kuwahara-Tosihide

ヤのEsp.運動に就いての硏究の一部分を公 

にして一般の同志の御意見をお聞きし度いと 

思う。(猶この論文の一部分わ大阪エスペラン 

ト會の本年4月11ロの例會で講演したもので 

あるJ C又こゝに書く事は一々引證して居な 

い場台にも皆數字上及び事實匕の根據が十分 

おつての事であって,私の勝手な想像でわな 

い。が,何分本職の硏究の片乎間にやった事 

であるので,案外間違いがあるかも知れないC 

御敎示願えれば幸いである。)

1600

W〇

1100

Jakob(2)f D-ro Private®), SE U の DrezenCi),j 〇Q〇 

BEAの Butleri), UEAのチェツコのĈef- 
delegito SklenĉkaG), ĈAE の D-ro KamarytCl),800 
(IEL en ĈSR の ScholzeC。》Esp.-Inst. por 
Germanti Regno の D-ro Dietterle;〇), Cefdel.600
de UEA en Berlin の Miinz D. JEI の小坂 

狷二C0), JPEUの高木弘⑴，UEAの日本の ヨ〇

Ĉefdelegito石黑修の，□本のKR<mo進藤靜

太郞(口答),千葉 大の鈴木正夫〇),其他チ ZOO

エクコのgvidantoj(5),密の人々の意見を聞く 

と同時に，後に擧げた樣な文献に依ってこの 

問題を硏究したc人名の後の括弧內の數字わ 

私の得た返事の數,その結果幾分疑問を解き

g 〇 Ĵ Z m 0 4 50ヽ

ゝ ZZ ZNlz z zzz Zme

得た樣に感ずるので,玆にチェツコスロパキ
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チェツコスロパキヤ(以下ĈSRと略す。) 

のエスベラント運動で何人の眼にも映ずる最 

も大きな特色わ,萬國エスベラント協會CU 
EA)の會員が非常に多い事である。1931年 

の統計に依るとチェッコのT) E A會員わ 

13()8人で，ドイツの!362人に次いで世界 

第2C人口に比較すると世界一)であったが, 

1932年の統計を見ると圖の示す通りドイツが 

減って1185人となった爲めチェッコわ1194人 

で，全UFA會員の14%を占め斷然世界一 

に位する步にな った。これを1931年の日本の 

UKA命員數108人に比較すると十倍以上に 

當り,雲泥の差と言わねばならぬよの上CSR 
の總人口が1500萬に過ぎず，ĈSKに續くオラ 

ンダ，フランス，イギリスのUEA會員數が 

760, 699, 655と云う桁違いの小さな數である 

序を知ると(圖參照)誰しもĈSR内のUEA 
の運動の活潑さに驚嘆せざるを得まい。更に 

このĈSRは又delegitojを354の市町村に 

有してゐてC日木は16〉このdelegito網の完 

饰して居る步は世界無比であり,人口 6S0と 

音う一小村にもUEAのdelegitoが居る程 

である。平均して音えば,4〜5000以上の人 

ロの町村には必ずUFAのDeJ.が居ると言 

う事になる。寶に驚くべき盛況と言わねばな 

らぬ0 ■ ・

然し,眼を轉じてCSRのNacii! Societoの 

現攸を見るに及んで,今迄の驚嘆の聲わ何所 

かに消し飛んでしまう----Nacia Societoの

蝕員が餘リにも少ないからである。ĈSRに 

わ ĉeĥoslovakoj のための Ĉeĥoslovaka Asocio 
Elista (略して CAE) とgermanojのため 

の Germana I4}speranto-Ligo en Ĉeĥoslovaka 
Respubliko (略して GEE)と 2 つの Naciaj 
Societojがあリ,その會員わCAE が300, 
GELが420であって，これを加え合せても 

VEAのCSR會員數1194上り遙加に小さ 

い。こう言う事實わ他の阈でわ見られない珍 

現象であって,他の國のNacia Societoの會 

員數とその國のUF Aの會員數とを比較して 

見るに,ドイツGEA 2205 (UEA1185),フラ 

ンス SFPE 3200 (UEA 699),イギリス BEA 
1869 (UEA 6531日本 JEI 1500 (UEA 
108)の樣に世界何處の國も例外なく Nucis 

Societoの會員數わその國のl：EA會口數より 

遙かに多いのが通例である,，ĈSR でわこの 
關係が逆で世界唯一の例外で/るcこの〇氏人 

が矢錢に大き< ,Naciaj Societojが案外にも 

貧弱な事實わĈ>1< のEsp・運励を彩る一大 

特色と言ってよい。

UEAがĈSRで現在の様に人きくなった 

わ，ĈSR の C诚lelegito Otto
Sklenĉka (Sklencka)が稀に見る organiznnto 
である事である。UEAの事務を圓滑に活潑 

にする爲,その命員を國を單位とするterieorio 
に分け,事務はĉefdelegitoの方でやると・g・ふ 

tutlanda plene organizita teritorio de UEA の 

制度わ1923年實にこのチェツコのSklenĉka 
の提唱したものであった。UEA の Centra 
Oficejoの指導者達ですら餘りに理想に走り 

過ぎた實行不可能な案として重耍視して居な 

かったものをどしどし實行に移し,Venevaj 
gvidantojをして啞然たらしめたのが好漢Sk・ 
lenĉkaであった。今ではその制度がaŭstria, 
belg3, brita, finnlanda, nederlanda, pola, sve
da, usona teritoriojに採用されて好成績を擧 

げて居る。C日本わUEAからの再三の勸吿 

にも拘らず未だplene organizita teritorioに 

成って居ない。)現在ĈSRでわĈefllel. Skl
enĉka の居る Unukc Krii】〇ヾ〇にTeritoria 
Oficejoがちり,こゝでSklcndk：!が妻君と共 

同して一切の事務をやり，】9涉年以來殆んど 

每年一囘"Teritori》Tribuno de U E A-Dele
gitaro en Ceĥoslovakujo と音ふ平均 26 頁
の小型の指令雜誌を發行して,「一人のip
isto の居る所,一人のUEA Delegito !Jを目 

指して活動して居る。このSklenĉkaの上手 

な運動がĈSRの今口を來たした第一の原因 

である〇 Jakob及びDrezen兩氏わ私のこの考 

に賛成したが，高木弘氏わForganizoなんか 

にわ第二義的な意義しかない。社會情勢こそ 

重耍な索因である。卽ちĈSRの社會鬪爭の 

尖銳化して居る事がUEAの天をなした根本 

原因であるc」とう意味の反對の意見を述べ 

られた〇然し,高木氏め說わSAT 乂わ!PE 
”會員數の噌す原因とわなり得ても中立主義 

のUEAの會員の增す原因をなすものとわ考 

えられない〇その上CSRのSATの會員わ 
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分咎1舒に】4;人でUEAの九分の一に過ぎな 

い小人數であ◎から,在木氏の滾わ實際を說 

明するものとは言えない。

UEAの人きくなった第二に理由わーこ 

れわ高木氏も言って居る通り——・みR の社 

會的情勢である。この國が籾々の首語宗敎の 

異る民族から構成されて居ると言う爭であ 

るCこの國情がなければ他の單-氏族から成 

る网家でわ,Sklenekaの'敏腕を以ってしても 

あの様な織かしい好成线を收め得なかったか 

も知れない2 r
チェッコスロパ;Fヤわ世界大戰の終り頃， 

1918年オーストリーハンガリー王國の翔絆を 

脫してProf. T・G・ Masarvkを大統做として 

生れ出た新興共和國であり，北からBohemio, 
Moravio-SJezio, Slovakio, Subkarpata Kuŝujo 
の四つの部分に分けられて居るが,この中西 

北部程ドイツの彩罄を受けて文化が進んで居 

り,南東部のSubk. Rに移リ行く程文化が遲 

れて居る：,に運動の活潑さも犬體この文化の 

程度に比例して西北部のBohemioが最も盛 

んである〇その國民の66 %わĉtĥoとslovako 
で共にスラブ系の民族であり，’井ってわハブ 

スプルゲ王朝の「分けて治めよ!」“ノ政策の 

下にslovaka lingvoの復興が企てられた事が 

あったが,今でわその言語わ殆んど共通で力 

音位の程度の相違があるに過ぎず,皿1〉・の文 

献もslovaka lingvoで書かれたものわ!923 
年迄にたった一册あると肯う程でちる。この 

ĉefi oslovakoj に次ぐものわ Bohemio, Maravio- 
Silez・〇に多い 國民の］3%を占めるドイツ 

人ハンガリーとの國境近くに住む6 %のハ 

ンガリー人:Subkarpata Rusuj〇に住む3 %の 

ルテニャ人，1%のユダヤ人,1%に足りない 

ポー > ンド人真他の民族弊である。これ等の 

氏族わ皆平等の權利を持って居り,共和國の 

公用語わチェツコスロパキヤ語であるが,地 

力・住氏の20 %がこれ以外の育語を話す場合 

にわその言語を公用語に加えることが出來る 

とか,少數民族の子供が40人居ればこれの 

爲にその诃:國諸で敎える學級を特に設けると 

莒う樣に少數民族の詩語も祇巫されて居る。 

然しながら宗敎i i*  «i fiグノ邃う様々の少数民族を 

擁して居る事わ何加につけ色々の間題を惹超 

する原因となり勝である。例へば市町村の地 

名等も germana nomo と ĉeĥoslovaka nomo 
とが全然趁って居る場合が多く （例:Bratis
lava— Pressburg, Libcrec—Reichenberg, Ilra- 
<lec K rulo v^ — K on -ggratz）,その何れを採る 

かと-占う爭でさえ大きな問題となって來るの 

である。UEAが1928年，29年の年鑑のCSII 
の部分の地名にDelegitoからの報吿をその盛 

寫してgermana nomoを使った所,CSRの 

U E A-a nojからPUEAがチェツコの公用語 

に關する 律を蹂跚するとわけしからん!」 

と也烈な反對が超り,此の處iあこ憤慨した數 

人の會員わŬeaを脫會さえした。

こういう社會的情勢の國にわnacioj lingvoj 
を使ってE«p・を宣偉するよりも，直接Ksp. 
に依るpraktika servoを與え,naciecoに關 

係なく取扱うUEAの樣な紐繙の方が受け入 

れられ易い樣に序えられる上このが怙を知っ 

て居れば昨年,U E A反對の火の手が上がり, 

Nacia Societoに基礎を锻く UFEが結成さ 

れた時，何故ĈSKが 在來のsupernacieca kon
struo を有するUEAを支持する急先鋒を承 

ったかが明瞭になるだらう。;）兎に角CSRの 

Esp.運動はこういう混亂した國情を背景に 

して（-efdelegito Sklenĉkaの活動に依って世 

界一のUEA囲と成ったものと;むえら扌Iる。

この樣にVEAが人きくなった事わ奁按 

Naciaj Societojに彩密を與え，財布の都合で, 

UEA會員でわあるがNacinj Societojに入っ 

て居ない人が可成り多くなり,その爲GED 
CAEは今の樣に貧弱なものとなって了った。 

ĈSR に GEL, CAE と二つも Nacia Societo 
があるのわ,cs内のドイツ人わ數こそ國氏 

の23%に過ぎないが，ドイツ文化を背景・とし 

にĈSRてその勢力はĉeĥoslovakojを壓倒して 

居り旣ろ诞生前1913年にGEしが創立され, 

後に】920年にĈAEが出來てからも之に合併 

する爭を膺しとせずG】:Lとして別にKRに 

賦課金を拂って证規のNac aSocietoとして認 

められて居り，一力これに對してĉefioslovakoj 
を目標とす2）CAEわ勿論KRの一員でN” 
cia Societoであって,チェッコには二つの 

Nacia Societoがあると云ふ爭になる〇 （鈴木 

氏に依ると,このminoritoが别” Nacia So- 
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ektoを作ると言ふ事は餘り好ましくないの 

で,KRわ「一國一 societoj主義を嚴守して, 

■tradicia escepto と言・はれる GEL の Nacia 
Societoを解消しようと努力して居る相であ 

るが，今囘の新UEAの組織でNacia Societo 
の名前がしanda Asocioとなったのは其の現 

れの一つであらう〇）この二つの Nacis Soci
eto の中GEしの方が會員數も多く , gvidantoj 
も良く, Reichenbergに中心を置いて西北部 

の國境地方を四つのdistriktoに分け機關誌・ 

Martoを出して組織立った運動をして居る。 

このBohemioの械1境わ前にも莒った通り 

でもEsp 建動の最も盛んな所でああ。

CAEの方わ中心わPrahaにあるがgvidanto 
にその人を得ず概關誌L:l Progremoも一時發 

行が停止し,反對派がSekretario III ornadaの 

無能を責め,そのご阳@）を適ったりした亭も 

あリ,gvidanto間の個人的の意見の相違もあ 

ったりして,嘗つての支配階級であるドイツ 

人に對する反感t ってか＜H＜しとの共同 

事業も進まなかった。その上停止した機關誌 

luti Progresoの代りにしigilo其他の雜誌が出 

あ樣になり，これ等の雜誌わL" "ogre$〇が 

復活してからもやはり發廿を止めず，これと 

戟供し,乂 ĉeĥoslovaka Esp.-Instituto, Bohema 
l£jĵp.-Servo其他の阈內團fftの亂立Cこの旻占わ 

遗憾ながら,Ŭ本わĈSR以上だ! ？のために 

Ĉ A Eの會員わ次第に減って行って300と苦 

う有樣になったcこの類勢を挽囘する爲に遂 

K1930年 UEA の Ĉeŭlel. Sklencka にその救 

いを求め,Sklenĉkaがkasistoとして CAE 
に乘り込み，試驗濟みの腕を發揮した。所が 

今喪わ,圖で見られる通り，UEA Q方の令 

員の數が滅り山したので，あわてて又 VEA 
會員の引止めに奔走しなければならないと言 

ノ、樣なヂレンマに陷った。

結局要するにUEAの人きくなつた原因と 

してわ1）ĈeRlelegitoが有能な働き手である 

爭cわCSRの國情がUEAの發展に適して 

居■る歩〇 Nacia Societoの振わない理由とし 

てわ11UEAが多きくなり過ぎた事。2?運 

動を指導する地位に適任者のなかったザ〇り 

颊似の阈內悔|體が洋山あり過ぎi^o4）ĈSK 
の國情にわ國語を單位とする組織わイ、適空な 

事。等であらうと思われる。

ĈSR 〇 Faka Movado わ UEA の neŭtrala 
movadoの盛況に比例してなかなか盛んであ 

って,盲人の Societo de Ĉeĥoslovakaj Nevi
dantaj Esp-istoj （略して Soĉne^, 警官の Polica 
P2sp-Rondeto en Praha,カトリックの しigo de 
Katolikaj Ksp-istoj en ĈSR,平和主義の !n
ternacia Junulara Ligo Pacifista,勞働｝者の 

Laboribta Ligo Esp-ista en ĈSE,同じ く Ĉelios- 
1 ovaka Laborista Asocio fep-ista 等の博!體が 

あり,其他 Neŭtrala Centro de Esp. en Parahu, 
Bohema Esp-Servo, Ĉeĥoslovaka Esp・S?rvo, 
Ĉeĥoslovaka Esp-Instituto,飜譯及出版に從 

事するMoraviaj Esp.-Pion iroj等もあって,誠 

に『I覺ましいものがちる。

圖でĈSRのUEA會員の増加を見ると 

匕20年から會員は次第に增加し,1923年Sk・ 
lenĉkaがTeritoria Olicejoに據って活動を始 

めると,ĈSRの通貨の安定に助けられ,會員 

が更に增加して彳i・って,H）匕*半に至って人 ¢9 
飽和の域に達したものの樣でこれ以上增加せ 

ず,1930年世界的不況と前述の理由C ĈAEの 

立直し）との影響を受け會員が減り始めた。

このĈEAの漸進的な增加と面门い對照を 

見せて居るのわ193】年迄世界一の會員數を誇 

って居たドイツの书加曲線であるc特に際立 

って目立つのわ1923~1924年の間に突然僉員 

數が倍以上にも加した爭である（圖參照）一

これわ大戰後］92 .年迄の間ドイツわインフ 

レ-ション政第の爲,通貨の膨眼,貨幣價値の 

低下を受け，】923年の終りにわUEAのMe
mbro-abonanto の會赞わ--- Jakobに依れば

—— ドイツ紙幣で 1爲5000,0（）00,000〇マルク 

と言う巨額となリ,貯給を全部振って拂えな 

い樣な狀態であったが,1924年に入って經濟 

的状態が恢復したためにー・時にUEAの會貝 

が激增したものである。このドイツの例に依 

って我々わ經濟的情勢が Esp-istoの阈際的 

な活動にどの樣に天きな影饗を與えるもめで 

あるかを如實に見る爭が出來る。（國内の心小 

運動にわ人した澎卷わないが）。二のドイツの 

例から我々わ現花の日本のインフレーション 

が止まり對外的な總濟關係が向上した將來, 

股:年の間國內の運動で得た運動の經驗と細か 
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な文法上の詮議で培われたE$p.の話學的知 

議とを備えた日本のKsp.運動が一時に國際 

的に進出し——現在でも心ある人の注口の的 

となって居るのであるが——アジア日本の 

E p.運動と言うものがあらゆるesp-isto の 

驚嘆の的となり,深い關心を呼び起すであら 

う事を今から豫言・する事が出來る。我々わこ 

の來るペき時機の到來に備える爲 再組織冏 

題の決定した今日新生UEAの組織にJEI 
を通じて積極的に參加し,我國のesp-；stoの 

國際的訓練に勵まねばならない。

ĈSRのUEAの盛況も結局ドイツ人に負 

う所が多いのであり,ドイツ本國でのEsp .邂 

動わ世界の一ニを競う程盛んであるが，何故 

ドイツ人がそんなにEミp.に熱心になるのか 

その原因を調べて見ると可成り面白いと思ふ 

CĈSRよりもずっと複雜で困難であらうが。） 

猶又E?p.原作小說家の輩出するノ、ンガリー, 

運動史に時代を尉したフランス，Nacis Socie
to の會員數世界一のロシャ,訓練の行き屆い 

たスウェーデン，着實なイギリス,lasismo治 

下のイタリー等のEp運動は皆それぞれ興 

味ある問題を提供して居るが,同好の士がこ 

の方面の硏究を始められることを鬼んで止ま 

ない〇 （Oosaka,】~知 X,1983）

参考にした文献:

1・ しa Progreso (organo de CAE)・1929, 
N-ro 9/10; 1930, N-roj 1,2, 3, 4/5, 
9/10; 1931, N-roj 1/2, 7, 8.

2 Marto (organo de GEL)・1929, tuta 
kolekto;1933, N-roj 1,2, 3, 4, 5, 
6/7.

3. Teritoria Tribuno de UEA-Delegitaro
en ĈSR, tuta kolekto sen N-roj 1, 
3/4.

4. Ligilo. 1932, N-roj 1,7, 8, 9.
5. Bulteno de ĈAE. 1933, N-ro 3・

6・ Casopis Cesk vch Esperantistu (Bohema 
revuo esp-ista).1913, N-roj 2, 3.

7. La Nova Epoko.1931,N-roj 5, 6・
& Raporto pri la agado de UEA dum 

la jaro 1931. (eldonita por Ja Pariza 
Kongreso)・(UEA會員噌加表あり)

9・ しu Servaro (UEA)1932.

10・ Jarlibro de UEA 1932; 1933.

1】・世界現狀大觀，新興國篇。C新潮社)

12. Czechoslovakia, 1932. Orbis.

】3・ S】cヾski;し1932. Tourist Bureau of S
14・ Malriĉa knabo, kiu gloriĝis.19304 

llerben, (Moraviaj E-Pioniroj).

15. Touristenkarte der Cechoslovakei.

1& An Economie Keview of the Yeur

17.

18.

19.

1931 in Czechoslovakia (Petscliek & 
Co., Bankers, Prague.)

Historio pri Urbnomoj de ĈSR.

Historio pri " Neŭtrala Centro de 
Esp.v

Ĉeĥoslovakio, ilustrita gvidlibro tra 

linioj de Cs. ŝtataj fervojoj. Ministerio- 
de Fervojoj.

終りに私のcirkuleroに返事を下さった前 

出の人々特に鈴木正夫氏,高木弘氏，又文献を 

貸與乂わ寄贈された三宅史平氏（文献!,4以 

進蔽靜太郞氏 びめ,川崎泪一氏C7；, Han» 
Jakob 氏，〔8几 Otto Sklenĉka 氏〔3J, ĈSR

の某氏（都合で名わ發表せぬ）（2, 5, 6,1:〜

18）轸の人々に感謝し，讀者諸氏の御意見を 

御聞かせ下さる事をお願いします。

C3J2頁「混成時の用法をめぐる論戰J 
よりつヾく3） ：？ ・ゝ’

il troviĝi jam antaŭe *■,  u troviĝi nedaŭre/*  
u ektroviĝi99 一つの話形にこういった意味の 

段階をわけるといふ事は不都合だらうか?い 

やそうでない。何となれば第一にvortojは 

frazoの中に於てのみ價値のあるもので!razo 
の意妹はそれを書いた人の:s向をハッキリ示 

すものであるし第二に"estis itaかにぶつか 

った時それがその瞬間の蕊であるかどうかを 

見きはめるfこは"jsm antaŭe とか'Fn・ 

koraŭe ne''その他の副詞句がそれぞれの場 

合喑にほのめかしてか或は乂明かに表面にみ 

らはれて示されてゐる筈であるから。〔此項 

未完次號へつヾ〇
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報道

第26回萬阈エス大會豫報

來年8月4——11日瑞典の◎都Stokholmoにて

Esp-isto大歡待のホテル

ノ\ンガリー國ブタペストの

Continentalといふホテルは

エスペランチストを大歡迎す 

ると。まづesp-istoから到着 

日時通知及部屋の豫約があれ 

ばホテルではその刻限に自動 

車で pordisto 又は servisto に 

綠星旗携帶驛まで出迎へさせ 

るといふ親切さ。國際的の人 

會やfestojの際にはエスペラ 

ントの旗をたて' esp-istojを 
歡待するといふ事である。日 

本にもこういったホテルが所 

々にHI來るとよいと思ふ。勿 

論外阈のesp-istojを目ざした 

のでは僅だが內地のeseistoj 
の常宿といった樣なものが大 

きな町に一つ位あると會合そ 

め他に便が多いと思ふ©

d際會議用語の惱み

去る六乃下旬Amhernの 

Esp-Domo での Andreo Ĉe 氏 

の郵便筑信電話從乗者のため 

のエス講習の際和関郵便電信 

總務長の演說があった。その 

演説の中で「 本來郵便事

務といふものは國際的通信の 

用具であるが併し之がエス語 

の如き國際語の强大によって 
のみ一層その職诜を谗揮する 

ものでちる〇 ....猶最近マド 

リッドで開かれた郵便事務に 

關する風際會議では特に音語 

の單一化をおもはせるtのが 

あった。卽ちその最初の命合 

では肝心の郵便事務の協議は 

そっちのけの貌で專ら會議の 

用語問題について議論をたゝ

かはせたえみである.... そ

の用語問題は今後當分w決の

來年の大會はStokholmoで 

8月4日から11「I迄開かれ 

ることになった。最近の報道 

によれば人會會場としては 

laborkunsidoj と fakaj kun・ 
sidojは議會で議式の類は 

koncerta donioでやり舞踏會 

は urbodomo でやる〇

鐵道は二割五分引であるが 

もっと割引率をふやす樣目下 

見込がない。併し將來國際誌 

に上ってこの難問を僻決する 

のはたやすいと思ふ。 fii 
便局の窓口にu Oni parolas 
Esperanton ''の札が下る樣に 

なリたいものである云々」とe 
國際會議はその會議用語問題 

のため屢々本當の協議をそっ 

ちのけにしていがみあふ醜態 

をいつまでもくりかへすこと 

なくエス語に統一さるペきで 

あらう〇

1937年國際眼科學畲議へ

8月13日付埃及カイロ市發 

行の''Al Ahramn紙には同

地の有名な眼科 Muĥamed
Sobhi博士の談話を揭載して 

ゐる。日くその中で同博士は 

エス語が埃及の厚校で敎授さ 

るペき必婆を乙べ最後に「來 

る19157年カイロ市で開かれ 

る國際眼科學會議Clnterna- 
cia Kongreso de Oftalmologioノ 

の際にはエス語問題について 

提案するつもりである」と述 

べられてゐる。この方面に關 

保あるH本の同志諸君の御聲 

援をのぞむC

埃及の代議士 

エス語を學ぶ

埃及 Fajum (Favourn)市 

居住の Kasid Abdalla 博士 

(醫伽で代議士)は最近エス語 

交涉中である。

參加費は 25 svedaj kronoj. 
來年三月末迄に巾込んだ%の 

は20 kronojとし・ヒ月一 H 
以後の申込者には30 kronoj 
とするc • G歳以下は5 kronoj. 
盲人は無料。! KKのadreso 
は Fre degatan 4，Stockholm 
である。

を學び始めたが今年十二丿］の 

議命開會と共にエス語を一・般 

學校及大學にて敎授せしむら 

件につき演览をすると。エス 

盈を學校で敎へた人やその他 

その方面に關する經驗のある 

人々は D-ro Ahmed Kafih ed 
Abdalla, Fayourn, Egiptujo 宛 

に乎紙乂は材料を送附された 

しとの事であるC

上海國際エス協會

F.ヽV. Ebner, M. A. Browne 
氏等の肝入で 【nternacia 
E pera nto-Acocio (n Ŝanhnjo 
が設立された。去る3月29日 

に・"Dinty Moore "で發僉式 

を擧げた。出席者16名。會頭 

にはA C. Chen氏、副會殖 

にM. A. Browne氏、霑記に 

Thomas L. J.,會計 F. W. 
Kbner,庶務に古谷氏、委員と 

して Kene Lin, Pandiso 兩氏 

を選ぶ。ニケ月後には42名の 

會員をえたc會貝は中、日. 

英、如丁.印・ラトビヤの 

七ヶ國人である。每適水®!日 

晚上海 K iangsi Bond 317 の 

事務所で會合を催してゐる。 

郵便物はP. 〇. Bjx1871, 
Shanghai, Hinujo 宛にて〇

ベルギー商工年鑑に

各國には商館工業家等の 

adresojをちつめた一・覽の樣 
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なものがある。例へばしon
don Directory （英）,I eutsches 
Reiches - Adressbuch C獨）, 

Didot-Bottin （佛う寄有・名であ 

る〇ベルギーには':Annuaire 
du Commerce et de 】'Indus
trie de Belgigue v （ペルギー 

商工年鑑）といふのがある〇 

この商工紳士錄といふべきも 

のに（.ブルッ匕几の同志F# 
siva!氏の錐力により）1932年 

版から星標を附してエス緒使 

用の商店工場等を示すことに 

なった。まだその星標の數は 

十分でないが追々ふえると思 

ふ。そしてこの企てが各阈で 

imitiされる樣になってほし 

いと思ふcその方面における 

同志の活躍をのぞむc猶上記 

年鑑の發行所は Estabi isse- 
ment* ）G6n6raux Imprimerie, 
14 Eue d'or, Bruxclles, l^el- 
gリjo・である。

第13囘 SAT-Kongreso

今夏ストック亦ルム市（瑞 

典首府）における第№囘SAT 
网界大會は大成功であった 

と。巾込者側ヶ阈的2名そ 

の屮實際の出席者は序ヶ國 

599孕であった。8丿J16 || 
Koncerta Dornoでの發會式 

では同阈文HI Artur Engberg 
氏の演說があった。その晚は 

Lanti氏の話あり〇 $月7 | | 
は市の招待をうけ市參が會議 

畏Knut Tengdah!氏の挨拶 

があったC

第14囘人會はValencioで 

開かれることになった。この 

大會で初めて しaborista Alt
lernejo を開催 C^eutrala mo
vado の Somera Universitato 
に對するものと思ふ〕し專㈣ 

家の講義があった。

Malmo での Antaŭkongreso 
も大成功であった。同地では 

宣傅講演會あり約1000名の 

聽衆を得た。

とにかく SAT A會は意外 

の成功であった。SATの幹部 

はこびノ成功に力を得て先般來 

絕版になってゐたC出版權を 

裁物にだすとのことであっ 

た）Plena Vortaro de Esp.の 

再版をだすことに決定したと 

の事である。

エス少年 のトーキー化

ノ、ンガリーでの少年團の 

ĵamboreo で の成功の一つは 

mon;lt（ĵn<laroにつレゝて の卜1 

キー（sonfilmo） の中に espe
ran tist«j skoltojが入れられた 

ことである。勿論仝皺數分間 

のものであるが。初めに各國 

からきたskoltojが自國語で 

話し最後にSkolta Esp.-Ligo 
の代表者のP・Balkŭnyi氏が 

"Ni ĉiuj komprenas unu hi 
alian per E«p・”と話す〇こ 

のfilmoはエス宣傳には人變 

有効だと思ふ。

製作所は MagvarFilmiroda 
r. t., Budapest IX, IFungaria- 
krt・274である。

波蘭のエスベラント週間

】〇月16一灯日ポーランドの 

同志逹は仝阈各地でエスペラ 

ント週間を催す。クラコーで 

は旣に仕窃にとりかゝった。 

C九月の通信）。同遍間の一遍 

間前にはポスターも貼ると。 

同週間にはエス語の書籍雜誌 

の類を各書店の店頭に陳列せ 

しめ愆【1その口の催しについ 

てビラを配布する手答になっ 

てゐる。乂.16頁のエス語宣 

傅パンフレットを無料でくば 

る。〇萬部印刷の豫定）。次 

に programo は

第一【1。エス週間の開始C 

第二日。午前各中等學校で 

エス語に關する講演。講演後 

溝習及エス命を組織・るC曉 

はエスペラント•レビューを 

演出。

第二111111gara Vesjx*ro.  
ハンガリーの文學及音樂にっ 

き話す。

第四U 〇 Ce~metodoによる 
provlecion 〇.

第五门〇クラコー人學に於 

て「國際語冏題jに關する討 
論〇

第六日 〇 Esperantista Balo. 
筆七 II。Popolaj ludoj k. 

lotumado.
人船以上の様なprogramo 

である。世界各地でこういっ 

た"Evpcrantn Semajno‘‘ カこ 

もたれる爭は有意粪なことで 

ああc我國でもこういった企 

てがそろそろ行はれてもよい 

と思ふ。

ポルトガル旅行 

クラブにエス課

リスボン市のUEAのre- 
flelegito Saldanha Ĉar reira 氏 

が各网案內記や其他種々の材 

料を提出して說明した結果 
"Touring Club de Portugal‘‘ 
ではエス語のturismoの方而 

にあける必•要を覺った。そし 

て同 klubo 內に Esperantista 
Sekcioをつくる事になった〇 

その結果エス講習も開かれる 

筈。講師はCarreiia氏」同ク 

ラブのmembrojにはエス語 

卑習勸诱の手紙をだすことに 

なってゐる。そしてエス語り 

通信敎授も彳了はれる答，

資話。の・種★

ま靑島——Yang 
氏の肝入でエスを設立さる。 

★丁抹--- Horens で P. IV-
dersen氏 所有の葉卷工場で 

li Estranto M といふ cigaro 
を發賣。

★埃及----の詩人!ba Hanzai
氏はその詩集（百貞）の中に 

エス語をうたった詩を入れて 

ゐる〇

★北佛 ——Fourmiesの町では 

Hulin氏の努力によリĈe- 
metodoの講習を開き88名 

の參加者を得た。闪みにその 

町は僅か1400人の住民があ 

るだけである。



3J1
■

內 地 報
¢甘 9 n 21H -10月20日迄に到灣の分c報逍は日本文で。
担 迅速にハガキへ。窟眞蛊紙無きもの。返戾せずC

第21回日本エスベラント大會（よ4,5秋最終報）
★協議會議案

1. 北海道エスペラント聯盟提出決議案 

近峙歐洲エスペラント界の一角に我々集洋

のエスベランチストの存在を無視し不必要な 

る新語を續々採用して我がエスペラントを舉 

翟し難からしめんとするものがある。我々は 

この誤まれる新傾向に反對の意を表し全H本 

エスペラント大命の名を以って卩:界のエスペ 

ラント書論機關を通じ抗議を巾込みたい。

2. 來年度大會開他地の決定

★大會分科會の種類は下の通リ決定、鐵 

道.佛敎、文藝、科學、醫學、藥譽.學上、 

エスペラント學及び敎授法、盲人.大本、工 

スH本社r （分科會は第一日晩開くも对）

★鐵道割引券 人會出席者の利便を考慮し 

て發行した故是非御利用を乞ふ。割引率各等 

二割、京都ヽ二條又は购岡までの往復切符を 

買ふこと、距離の制限なし、通用期間は十月 

二「五日より十一月十五Hまで、利用者が7f

第二回北海道エス大會

第二回北海道エス大會
前號所献の如く盛大に開储さあ。大船懺汲 

のprogramo通リ進行盛大裡に終了した。T：J 
會は札幌刀相淳治雄氏。米風のシアトルより 

祝電あリ。餘興中ノ、ムレット劇C ノ、ムレット 

和淳、オフェリア樱丿I嗾）は一日ん練習もな 

名未滿の時は追徵金をとられる故割引のある 

學生諸君もこちらの割引券を使用していただ 

きたい。使用者の姓縊を記し大會事務所へ御 

巾込み次第何枚でも送付する。（學會にも多 

少あるがなるべく京都へ;）

★野球大會第三H他岡でエスペラント野 
球〔スポンヂボール）を擧行ゝ出場御希望の向 

きはなるべく位肚御記入の上御巾込を乞ふ〉

★Foirejo出席者相互の利便の爲倉期屮特 

設、EFperantnĵo譲る希望の方は現器御拧參の 

こと。

★合宿所 東三:本木丸太町上ル・大和屋、 

加茂力淸流に臨か束山三十次峯の眺めをほし 

いまヽにする場所、-・泊朝介付き金一优。

★日程ヽ色場、その他は前月號本誌に詳 

哉した通りで蜒更なし、え井御參照を乞ふ。

★申込 はハガキにてなるべく早く C

大會事務所ーー京都市寺町夷川カニャ 

書店內何上2155）
大會準備委員會

くしてやって大うけでちったとC

講演會の題目は前號のものと多少異同も 

り 〇 第—Ho （a） Danĝera Vojo de neologismo 
（中村）〇 !lejina ĝardeno k. vinberarbo Cft? 
美！。（c） Kelkaj arabaj vortoj en Esp.（相浬）〇 

第二 U 〇 （a） I）c dualeco al unueco en Baĥa- 
ismo 部人（b）初期の札幌におけるエス運 

動（相澤）〇 （＜■•） Bona ekzemplo de la vivanteco 
de Esp.（中村）。（d） Pri nuntempa stato de 
JBLE. （e） Andree en la polmo （相澤）〇

猶大會の報告書「30頁:希望者は札幌市南七 

條七條西十五丁目札幌エス會宛10錢郵券封 

入巾込の爭,次に小樽の福田氏に乞ふて得た 

篦単な同大甸參加感想文をのせる。

9 JJ 23117＜會々場の鐵道集會所の玄關は折 

からの雨を物ともせす集って來るges-anojで 

受付子は轉手占舞宀會場は可成廣い。仔って 

十數無前小坂氏來幌の際歡迎會を開いた處と 

の爭、待介室では站口々にエス語で喋ってゐ 

る。參加者卅・數名。地尤の占い同志川上、高 

瀨氏などの顏が見えなかったのは淋しい。司 

轲者がsekretario になったりor:讥oro にな 

ったりの早變りは些か麻の毒。皆前II迄出席
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MO”

の豫定であった人々が急病や急川で來られな 

くなったそうな。札幌のエス運動も淋しくな 

ったと思った〇 samideaninoが一人ときいて 

一入淋しさをます。小樽高商のスミルニツキ 

一氏の參加は皆をよろこばした。苦小牧工業 

の Verda Pondo の連中】0名がトラックで 

Qリこんできたのには皆ビックリした。協議 

會には中村C山部人波部（苫小牧:）、福田（小 

梅〇三氏提案のし. M. 一派のneologismojに 

對する警吿についてFJ本エス大會に提案して 

滿場の協賛をえて全世界のgazetaroに揭戴 

せしめること。猶右提案號明のため福田ゝ屮 

村兩名を京都の大會に派遣することを議決，

北海道エス運動史編纂委員を任命、北海道 

エス聯盟の本部移轉.及び規約改正ヽ幹事再 

選等々があった。晚餐會Q desertoにでた 

pomojには皆verdaj stelojの模樣がある。こ 

れはpomoの紙袋をとった際に星形の紙を 

はっておけばそこだけ綠にのこるわけであ 

る。良い思ひっきだ。第二ロは雨のため 

piknikoを中止。一同札幌神社へ參拜エス運 

動の發展を祈願した。中村氏のエス祝詞は朗 

々となりひびいた。明年の第三大會は小樽と 

決定。

第1回FEK大會
東京鐵道エスペラント會に於ては初めての 

試として大伶を開催した。S月8日、場所は 

東京驛前丸の內鐵道俱樂部。大會の趣旨とす 

る處は、現在束京に於て硏究會及會話會はか 

なり多く開かれて居るが所謂大會的會合が一 

つも無いのを遺憾としエスペラントに依る. 

或ひはエスペラントに關して演說、劇等を内 

容とする集會を催し自伶の發展の蔦めに又他 

會•のinstigiの爲めに又對外的の宣傅の爲め 

に盡そうと云ふのである。....午後1時開會

（りEspero合唱（2）開會の辭C會代表者【口 

中）C3） FERの現狀（宜偉組織部長仞娜東 

京に於けるエス運動の發祥よリ說き起し順次 

現在迄の歷史を略述し次いで活潑なる現狀を 

述ぶ〇 C4） FEKの財政（會計部長河野）（め 

エスペラント演說（めLa limoj de mond per
ceptig! 〇 （松本）（b） Voĉo de unu esp-istino 
（栗山孃）Cc） Progreso de surteraj vetu riloj 
（淸・木）C&） Pri Klara Zamenhof （萬澤孃）就 

中f-inoj栗山、萬澤のbelaj paroladojは大 

喝采を轉した。時間の郁合で邦話演說4名を 

省く。（b）特別講演Ca）歐米を巡りて（;井上 

算壽藏氏）峙餘に亘リ各地の同志及エスペラ

ントの實用性を確認した事を强調された;， 

Cb）車の動揺に就て（武藏倉治氏;）（e）エス 

ペラント縱械談C小坂猪・:氏）C7）來賓挨拶、 

岡本、黑田（大阪吹田人下村ゝ石堂、里吉諸 

氏。祝電披瞬ゝ原田三馬氏（帶廣）Cり 餘興 
Ca） Dramo: Ĉe biletvendejo, （FER-trupo）, 
skizo風のあっさリしたものだが相當の好評。 

（b） Kouiikajo C萩太夫ヽ秀奴）大部分邦話。 

くろうとはだしの滇，笑堂に滿つ〇 Cc） kan
tado kun pozo : Kanto de P ŝiptrenistc）j 珍し 

い趣向。C9）閉會の辭〔總務部畏小松）（10） 
tagiĝo合唱Cli）記念撮够:下揭勧直參照） 

午後6時30分。

第一回FER大會 

中央井上氏、左隣小坂氏

第1囘の試とて準備及宣傳等不充分であっ 

たし又當丨丨雨天であったに拘らず命員外の出 

席も多く總數3C餘名に逹した。

尙散會後小坂・井上兩氏、關西よりの客・ 

FER-anojの有志にて晚鑒會を新們白十字に 

催す。歡談盡きず。C靑木氏報）

井上萬壽藏氏歡迎會 

マイエル氏夫妻送別會

10乃4日夜——東京エスクラブ及東京鐵道 

エス會主催にて永らくの歐米巡遊を終へて先 

月歸朝された學伶理事井上薦壽藏氏に對する 

歡迎と今般天津に職を得て口本を去るマイエ 

ル氏启妻のための送別とをかねて銀座明洁袈 

菓に於て會合を持った。參會者储巾名つ賑や 

かな角食の後里吉幹事の司尊で參會者の挨拶 

に入る。堀、山鹿、小坂ヽ小此木.岡本・川 

原夫人.石黑、下村、馬場、鐵遺側より田中. 

遷木の諸氏の挨拶あり.それに對し井上氏は 

歐米のEsp・運動に就いて.マイエル氏は滯 

在一年有半の印象と惜別を語り、はにかみな 

がらH本の同志に感謝を述べるマイエル夫人 
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は今省一入芙しかった。井上氏は御病氣の處 

をむして出席されたので歐米のエス運動に就 

いて詳しいお話が聞けなかったのは殘念だっ 

たが賑かな會合であった。散禽刘時。

猶、マイエル氏夫妻は9日朝同志多數の見 

送りを受けて燕で大阪へ向けて出發した。（萬 

澤孃報） •

日本少年團エス聯盟結成の機熟す

京都大谷人學エス部の倉員で同校健兒團の 

指淳者である河合英美氏は今秋のKongreso 
を 期して Japana Skolta Esperantista Ligo 
をつくらんと計畫し旣に各國からskoltoに 

關するエス語資料を蒐集し愈々準備なり 

KongresoではJSELを代表してsalutiする 

希望との甫。猶同大學には河合氏の外に 

skoltaj esp-istoj數名あり〇目下エス語の硏究 

中〇 skolta movadoに關係ある同志諸君の舉 

加を望みます。C大谷大學エス部報）

★各★地★報★道★

【東京】★TEK, FER等別項記事參照， 

★上海國際エス協會のEbner氏夫妻上京。 

!〇 ）］ 9 |1及】1II，舉會訪問さる。U H水曜例 

會に際し上海エス運動と日華同志の提携の必 

要を力說された。終って歡談數刻。

★學生鄒迢及「エスペラント」讓者の會の共 

催にて10月17日旗日にpikniko擧行。奧多 

摩御嶽へ。

★學生エス聯盟 去る4月、第一囘委員會開 

催以來銳怠運動の擴人强化に努め來ったわが 

聯盟は9月新學期”到來と共に再び新たなる 

希望と抱負に燃えて前學期に優る大成功を托 

さめんものと目下同志を合して對策の攻究中 

である。が旣にわが聯盟主催の會話會は9月 

に入ってからは一段と活氣を增して.新顏の 

出席も多く會の名もKanda Kunsidoと改め、 

更に今囘aranĝantoによる會の進行方法を採 

用して名實共に帝都隨一の會話會になりっゝ 

ある。只一つ遗憾なことは.最も活潑な協同 

者として今日まで聯盟に働きかけてゐた千葉 

醫大のFoliara Kluboが當局の誤解から會の 

活勤を中止し從ってわが聯盟から脫退の止む 

なきに至ったことである。

轡!!训跚;㈱I加曲卿删HIMII曲!㈱卿111111111BIIIUI删IBUUIMIlilB唧曜 

J filanda kunsido 住洽需卷）| 

! 每遍金曜19時より !

j 於・神田助治製菓寶店二階 |

B 歡迎一般同志窖加 !
氟删仙酬ii帼洲眦I惆哪I州皿!艸1111曲MIMI刪咄!I1BI删邮關刪應 

・早大エス食——新學期を期し活動を開始し 

た。明春卒業の中村・吉井兩氏は命員の統制 

に後繼者の養成に汗みどろの活罐を續けてみ 

る。非常時に沈浴しきった最近學生エス界に 

おいてめづらしく斷然緊張してゐる。目丁丫推 

會員募集中。

VI网がUIIiHiHI!川U1EIIM1出1;!出MU沖III冊ŬIMlllU川训11111册IM幼;1111皿训山山川;仙ア11山1川》1»11曲 
準會員大專篥 〔詳細照會の事〕

資格一本校學生に非ざる者、性別年齡職 

業の如何をとはず。

特典——本會員同様。

會室一文學部地階C12-13時受付？

早稻田大學エスペラント會

IHIIFIIIUillHM 训 111111111川!1他!1财也111111!111111 册皿1!11；1川肌 MM 別 I 卅叩;汕加醐加

【横演】★横演エス協會ーー每週木曜例會 

伊勢佐木町有隣堂二階にて開始ゝ特別の催は 

9月14日 Anekdota Vespero （各自新作 anek
dotoj の發表）。10月5日土師孝三郎氏の 

4< Landa Asocio kaj Loka Grupo ,f,吉田太市 

氏「KM.月例會に出席して丄♦硏究會—— 

每週水礙19時保坂氏宅でZ讀本硏究。

★「エスペラント」讀皆の會ーー9 JJ 2L日橫 

濱エス協會主催にて開催。編輯主任三宅史平 

氏を招聘。有志と森永で夕食を共にして19時 

會場有・隣堂へ。參會者加名程。№時半開角。 

橫須賀よリ松葉菊延氏來訪。一頁每に「エス」 

誌十月號の令評。編輯の苦心談や古いエス運 

動に耳を傾く。松葉氏の詩及詩語についての 

話をきく。

★YMCA Esp-Grupo誕生——9 JJ!〇日橫濱工 

ス協會の努力によリYMCA內にエス會の捷 

生を見た。同會は會貝獲得のため努力し1（）月 

2日から講習會開催コ事務所を中區公園前Y 
MCA內。0!〇月纠|から甸週月・兩H19J1 
時］>M 講習。溝師佐久間讓二.吉Hi太市跑 

氏。9名參加。

★Rondo Amikino每週火曜18.5時からY. 
AVCAでKarlo硏究。・每週第一日曜13.5 
時から神奈川平沼町矢住氏宅で。事務所は橫 

濱市中區伊勢佐木町ヨの78坂本忠子氏方。

★横濾商篥學校初等簿習一9月17 Hから每 

日正午30分間Esp.-Ĉambroで。講師窩村利 

義氏。受講者別名。

【盛岡】 弟岡エス會では9 ］\15-20 （!市内 

H拔の肴町久保庄書店々頭で「エス展覽會」を 

開催。丁度ハ幡神社の祭日だったので大いに 

人目を引いた。次の寫谟中左端の星のあるが 

スターは雜誌遍間中市・內各書店に揭げた報・誌 

「エスペラント」の宣傅文を入れたものです。
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盛岡エス命のエス展

左よリ人川.小原・石川の三氏

【甲府】甲府エス協卷生る一從來エス運 

動のふるはなかった？;i・地に10月7日協會を設 

立した。會長立石隆氏，副會長成戶弘氏い爭 

務所は甲府市錦町］Sフジャ。!0 ）］ illiよ\） 

市內通俗圖書館にて短期講習會開催!nembroj 
の獲辱につとむる答。

【新潟】北越エス酋（HES）——9 /J初尊講 

習は20 nより每水《!EI參加者3名。田中氏 

播導。中聲科は童话禎亦输講h Espero, t agiĝo 
小坂氏のdiskojに傾聽、

【金澤】 金潍エス會 9 Bの例會は5,15,
的H各】941時・縣立圖書館にてヽ今夏の初 

講修了者補講あリ出席者逋計S名。常分初冰 

使用の用醤中のEkzercojの］egadoとparolo 
に力をいれてゐる。5と闕【Iを桝野氏據賞 

し、15日は瀨川氏の「文法の話」があった〇 

❸曲【I19時から瀨川氏宅で舊會口の例會を 

やったが，祭日の爲めか臼する者4名>10 
か例會は5,13,23 ||19-21時同會場にて初講 

補W r?o講師は6,23 Hを桝野氏.!3 Hを瀨 

川氏。20 U19-21咔同一場所にて舊會員の 

例會6（會费月1（'錢、の«fc>i£o IUJ例會豫定八 

一2,10, 20日は初潇補習會17 口は蕭會貝の 

例會。いづれも會員以外の同志の出席歡迎。 
•★四高エス部——瀨川敎授の率ゆる同部では 

10月9Hよリ每月囁缺課後、校內にて中答講 

習を始む、出席者20名の豫定用書カルロ。 

指導者は瓜生俊男君〔文屮生れ

【名古屋】 名古屋エス會では10丿J11日（水 

曜）i9時;厂分より松坂屋裏『尿茶の家』に 

て Dua-Merkre（l:i Kunsido （會話會）を開《〇 

10名の出席ありて22時30分散會ヽ富番司會 

者は河介直次郎氏、C竹中氏戟）

【大阪】大阪エス會（OFS）——9对16日= 

透;□徐、新舊金員出席事勝の引繼ぎをなす: 

野村知子C通信入辻朮倫〔講習入伊藝书一し例 

會）。今後のlto.批評記錄はJ.E.I.支部代 

表桑原氏之を行ふ。9 ）｝ 19 || -Trapezoにて 

命話會〇, K S.の古顏藤間氏の出席あり.出 

席者 F-ino 2, S-ro Ĵ2, Prezidanto 黑畸誠氏 〇 

9月£6|| = Z.讀本輪讚の外大阪鬻大俣野氏の 

醫人に於けるエス展報吿あり。川席者F-ino 
® S-ro 20.10月3日=Z.讀卞輪谶後馆FH氏 

（郵舰原山丸無線技帥;）のアメリカエス會訪問 

談進换氏のクロアート男子の歌練習あり、司 

會者弓山重雉氏。10月8日=0. E.S. Virina 
grupoの案內で阪急沿線中山寺から寳塚へピ 

クニーコ・歸りは昨寶塚にて散會、舉加者 

F-ino 7. S-ro 8.10 月!0 FI =Z 議本輪般. 

ILO.10月號批評.F-ino多田原作のrakonto 
を伊滋代讀・進藤氏アジャ展出品及其の前後 

事情報吿（尙同展はio nio hよŬsin t 
で府立貿易館に於て開僵中、O・E・S・からは 

アジャに於けるエス語の實際に就き純々圖訥 

を以て示した、io月口日の開會式には縣知净 

の招によリ進藤氏O.ES.を代表して出席 

す）常H天津廿のカールマイヤ夫妻出席し先 

づマイヤ氏起って一年間の滞在中日本のKsp・ 
istoの好意ある批判で自分のEsp.に一大効 

果があったと二囘目の挨拶を終り次にマイヤ 

次人前囘訪問刀際の禮を述べ找拶を終る。出 

席者F-ino 3, S-ro17,司會黑崎誠氏.

®人阪エスペラント會ii月例會豫吿一ー每過 

火曜IJ午後正7-9時大江ビル（堂ビル橫東入 

■ •丁ĥ 第三火睨は會話會でTrapezo （平野 

町御堂筋九 通密例會では/amenhofa Lego
libro 浦法硏究の外次の特別豫定があるー・ 

11月7 〇. E.S.代表、J. E. し支部代表 

の京林大會報吿。口丿J 口 !I =西村正雄氏 

“RizoとSi】:山〇 '伊藤幸一氏『唐招提寺と 

藥帥寺の建築に就いて』几〇-1!月號合評。 

1!月1911=奈良藥師寺~唐招提寺へ!Ĥ月 

2111=會話會。11月2盯|=「エスペラント」友 

の命.波FH光人氏『最近の盲人エス遅動』〔交 

涉中）。

★大阪帝大著舉郁エス尊一9月20-22日3 || 
間に亘り本會創立以來の獺案である學内エス 

展を附境病院大會議室に開いた°2UHには天 

阪醫孚•會例存あり敎授助敎授方も参數來埸さ 

れた〇準備II數不足のため資料の利用は不十 

分の感ちり採點"點ゝ但し効杲は“〇%であ 

ったと信ずる〇今後のmova loに對しfivora 
inihoを及す事は確實である。終りに貴車な 

資料を貸與された學會、エス评及會及び〇 

E.S.會ロに感期致します。
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阪大エス展卷會

右よリ松井、三谷、安叽岡、村井・ 

ハ竹ゝ黑E.离几、尾持ろ諸氏。

★新星會 例窃每週土曜11⑴時より.久しく 

瞬さで休んでゐた讀本の帕講を9乃中旬よリ 

開始.川書は文藝讀本スラブ篇指導者黑峪氏 

H佛者12名內外c 0リ月23 ]| 土曜日午後7 
睛より當地心齋橋筋明治製菜孑階會埸に於て 

地方會同志招待交雑有を兼ねて秋李エスペラ 

ントの夕を開催。折しも上海よリ來神、有馬 

溫泉に滞任中であったS・ro F. W. Ebner夫 

妻C前试本誌妆道の）が月本氏外6名の同志に 

fpはれて神戶より出席。丼和田よリ嘗て北九 

州地力・ E沖.運動で其の幺も古き中西氏は4 
乞の同志と共に、近郊吹田より字都宮氏・瞬 

大エス部の俣野氏、故近當地で新しく職を得 

られた南晶世氏、其の他髙橋ゝ1氏、東氏數 

名のF-inoj等々出席出名c词會者熙略氏の 

開會の辭についで一同レコードに合はして 

“Espcro”合唱、本會代表兒岛氏の挨拶後仝 

出席者の自己紹介に入乙。神戶代表前山氏は 

最近K. E. A.の活動に就いて、西田氏は多 

大の成功を收めし岸和FHの國際語エス展覽會 

に就いて、F-ino离橋スエーデン王子カール 

殿下を迎へての感想等あリて後S・ro F・、ヾ.

新星禽秋季エスのタ

左よリ字都宮、黑崎、前川・月本の 

諸氏。福原孃右より四人冃より. 

屮西、藤叭兒岛.西卅の諸氏。

Elmer上海阈際Esp.協會の創立竝びに阈際 

都市上海に於て!>P-の必要とえれが宣傳活 

動方針等に就いて活氣橫溢せる詔調で深く ー 

同に與味を與へた。或はkantoに或は:huu- 

zajoに一同和氣為々として〈兪快;に詰らった〇 

なごやかな秋の一夜は"Tugjĝo Mの合唱で 

閉じられた（次の寫眞參照）。し演む氏報）

【神戸】 神戸エス協鼐では1U丿J】9日「工 

スペラント」讀にの會を開催〇 2〇 Hより初悸 

講習開佛匚講師前川健一氏、

【尼崎]尼崎エス鹽一〇 }\ U H定期總會 

を開催。修汀探吿〉役貝改選導行ひ新委員左 

の如く決定。會長元代議士中馬輿丸氏。總務 

村山辨次「商工實修校員〕、會計兼计畫部小島 

修・記錄部久保數冀、雜誌部人塚、武川・圖 

畫部石川長作、通信部平石の諸氏。・猶例伶 

は從前通り每遍木《m19-21時事務所は南城 

內市立商工實修學校內〇急ぎの通信は西櫻木 

町56平石正一宛にて。

【蘊岡】 學竜福岡支部一最近宫峪よリ福 

岡へ轉低の堀內恭二氏が人活躍を始められ 

た・。今度1〇月じ-30日每週月木!9-2!時〉 

西屮洲人同尘命保險會社階上で初等讚本を便 

用し初等講習が開催される。祁師は堀內氏） 

♦ 10IJ 7 ロタ丿し州一用旅行■の逢匕の同志林好 

美氏を空市に迎へ水I:閣に於て秋迎茶話會を 

催すゝ參加者9-fio
★福高の同志川邊、川關幽界の盘力により近 

く福竜エス會再建の豫定二 .

【熊本】★熊本エス倉主催にて9月2；3よ熊 

本山•郊外秋睛の黑石原に中都九州エス盒のビ 

クニ-コ。人牟川市より植田會辰・荒木氏. 

中川氏、森氏、人吉町より呼野氏出席.無卞 

より參加者神尾會艮、山本氏以下約二十名・ 

一同先づverda herbejoにrondoをつくり各 

代長のsaluto sinprezentoに大いに氣勢を 

揚げfraŭlinoj五塔待に花を咲かせた。神尽. 

會長愛用のautomobiloを得意にveturigiし 

て參伶cレコードに綠星旗に戈はparoladoj 
に大いに人目を惹く、每年この讨を催す节を 

約して僧散したのが 塀 峙夜は臼長の招待に 

て庭B!の!aŭboにて晚餐をといこし文字通リ 

verda ntmosferoにて一同快;淡折から福岡よ 

り江11氏急行來年度H本大會についての報吿 

あり。2吩散會。其後熊五『三羽烏』は屮川 

氏と共に街頭進出の山，猶族行屮の堀內氏も 

一時間を割いてド車さる,（寫貝は次號へ）
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故上井英一氏を悼む

九月九日午後三叮、永へに歸らぬ國の人と 

して土井氏は旅立れたCその終焉の時まで人 

類愛の爲仕事を續けられた事を思ふと今更に 

强く魂の尊さにうたれる。

深い信仰の母君と英文厚者・詩人晚翠土井 

林吉先生を父君とせられた土井氏は種々の方 

面に稚い頃から秀れた天分をちらはされた。 

堪能な語舉的才分をもて旣に中學校時代に工 

ス語を獨®されたときく 〇十六歳未滿の春し 

かも拔群の成績もて第二岛等學校へ進まれて 

からは久しく學內に絕えてゐたエス述動を興 

すべく拂はれた勞力は大きなものであった。 

二高エスグルーポ誌によれば。昭和二年十 

月、二高エス會（N.E.G.）復興記念講演會を 

第一袴として展覽估、講習會等に美事な成功 

が誌されてゐる。が、不幸、同年はじめて病 

魔のおかすところとなり爾後は兎角健康の勝 

れない中より然も績けられた奮闘は一入尊い 

ものがある〇翌年I儿I万からはMonata raporto 
■el Jap.が發行され世界各地に送られた。 

Heroldoを始めPola Esp-isto,その他に艇々 

再錄されて、國際上の一の使命を果すべく生 

きたエス語が有能に現實したのであった。そ 

して二高から、「エス語は赤と同義語なり」と 

する誤解と彈壓を立派に克服された。昭利四 

年卒業後も進んで賛助と指原をあたへられ講 

習生七十名を數へる程の盛況をもたらされ・ 

その活躍は二高のエス運動に一時代を跡づけ 

るものとなった。一方.東北帝人へ入られた 

が間もなく再び健康を書されたため第一線の 

活動からは手を引かれたが夙に眞のエスペラ 

ンチストとして活きた仕事に手を染められて 

ゐたのであった。一昨年秋.病床から親しい 

衣に宛てられ「これから本當にエス語を活用 

してゆき度く思ふ」由を語られてゐる。宣傳 

よりは創作的な實用こそー層文化迹動を前進 

させることができやう。例へば今年の六月ド 

イッ第一流の Ilustrierte Zeitung に „ Aus 
der jnodernen Frauenbildung Japan?c< なる 

論文を載せられたcこれは原文をエス語で草 

されたものであったC

殊に滿洲爭變後は歐米の不認識を正さう!S 
に病身を忘れてタイプライターをうち日本事 

情の海外紹介に力められた。又國際通信を逋 

じて諸國に發行されてゐる慈善切手を知りH 
本にも實現させて不幸な人々を救ふ手だての 

ーとする爲に・數年を費して資料調査をエス 

語の助けをかりてまとめ、今春第六十四冋帝 

國議會■に內ヶ峪作三郎代議士の盡力で慈善切 

手發けの建議案を出し、滿場一致可決せられ 

た（常報第七囘速記錄參照）。その周到精密な 

報吿書は遞信省で一能された由である。やが 

て實踐されて.それが我阈の防疫の烽火とな 

るならばこの世から悲慘の一をなくす事がで 

きゃう。死の直前土井氏は手の力を失はれた 

後も口述してこの切手刊厅の具徂案をものさ 

れたのである〇

まことに我々は.今の世にザメンホフの魂 

を譏ったといふ事ができる。澄んだ淨らかな 

そして溫かい心の持主であった土井氏は異國 

にも數多くのサミデアーノがある。その中の 

一人ドイツのシュレーデル氏’參考:R・ 〇. X, 
N-ro 8, P. 238-245）に托して五月五日の1® 
句の折にエス語の成犠の一番よい小學校に大 

きな鯉幟を日本からの御褒关として贈られて 

ゐた。好ましいこの思付きは姉君と諮って三 

年以前から續けられてゐたのである。（因に今 

は亡き姉君も優れたエスペランチストであら 

れた）土井氏の吿別式の日にこの事を知られ 

た或る方々が口本精神を傳へる阈際親善の勇 

ましい使者として、土井家と共に向後同じ觀 

惟を贈るべく、申川でられた事を何ふた。戈 

束大の英文學敎授も同樣.英國に贈られる由 

である。

シュレーデル氏には殊に深く親まれ五帖に 

あ主るその往復文は近く彼地で出版する計畫 

が進められてゐる。此の阈際的友情の关しい 

實は必ずや得難い資料となるであらう。
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あゝ。憶へばわづか廿四年の空涯であっ 

た!

しかも數年をいたつきにこもられてゐた;》 

けれども人類愛の雄々しい戯上としてなされ 

た數々の業絨は永く人々に記念せられ後世に 

も感謝の的となるH本の譽ある人々の中に數 

へられる答である。

まことに蒔かれた善と愛とこそは蒔かれた 

處を問はず失はれる事はないであらう。私共 

はながく常に新な記憶をもて土井氏のなされ 

た仕事の生命の火をうけつぐ。必ずや天上の 

鳗は世界人類*幸福のため私共の塞なる仕事  

を守ってくれる事を信ずる。あはれ、ところ 

を超えて猶先達としてとヾまる土井氏ら囊に 
忿じつ人。 ’

昭和八年九月十三日仙台エスペラント會

窗鐵•道•と・エ・ス題、

【聯蟹本部】1〇 ）iの主要指導條項:第21 
囘日木大會を前にしてヽ聯盟の發展の爲めに 

各員悉く 一致協力して、努力すべきとなし、 

その一表示として必らず大會に參加すYしと 

してゐる。

【東京】特記すべきはFER大會である 

（別項記事）。硏究令C每木）2：）,特別硏究會〔每 

火）7,中央委員會C月一囘）20, Nova Kunsido 
30,初等講習20の出席あり何れも旺。常任 

委員會は隠時開催。TEKと共催にて井上萬 

壽藏及gesinjoroj Karl Maierの歡送迎會を 

催す。（別項記事）。FER大會に參加の爲め 

上京した黑田、大谷、浦田の諸氏を有志にて 

招待を催すc. •

【京都】 代表者に最も辂力的な同志垣内氏 

代ってなられた。益々元氣な會の活動が期待 

される。

【大限】OES進關氏による初講開催屮。

【吹田〕大鐵局內に於ける進蕊氏指導の初 

等講習に應援中。

【福知山】 國際通信及各自實力向上に努力 

してゐる。

【直方】近時著しく活躍を續けてゐる同會 

は會員一致協力して讀書、新會員樓得へ努力 

してゐる。

新聞雜誌とエス

★小樽新聞（9月26 H ）第2囘北海道エス大 

會記がと寫眞。

★北海タイムス（9月26日）同上。

★陸際觀光®號）エスペラント語の揭示（井 

上氏よりの通信。寫眞入）。

★文體〔書物展望社）（第2號）【績書・心境」 

C下村海南）中にてエス語に言及。

★京都新聞＜9月«IK 9月心日？——人類再 

朋化の鍵平和愛好者の美しい夢C田中顯道人 

★日本カトリック新聞CIO月!〇 H）——カト 

リックとエス（HI沼利男?。

地方會機關誌その他
★Bulteno de KEA ¢9 號）Arto kaj Socio C福 

lfi）〇 Kono al Espcro （柳）其他。

★Nova Stelo （42 號）Por mondcivilizacio （兒 

島）〇 しuno （佐久間）〇 Hejmloko Blanke （加 

藤）。Telegrafo k. Diablo （Maki 譯）等。 

★La Verda Stelo （10 號）Vulpo k Vinberoj 
（Kaŝima）o私はどうしてe.cp-istoになったか 

（瀧井）等。

★La Libero （13號:）（岸和田南上町!441申 

西義雄氏編輯發行んSutro k Reala Vivo. 
Budhanoj transiginte persekuton marŝu （Brou- 
gton）. Jesuo ? Ŝinran? C山中）等。 

★Intersteno （S號） 小學生に速記を敎へて 

（大場人 通信用速記野速法cam）〇速記上逹 

法。其他。び號〕松田氏續稿以外全部速記文. 

字にて。

★PER ★Bulteno de kioto FEK
・規約と名靖C8年9月現在）（東鐵エス命）。 

★La Auroro十年一昔C江口:;其他。

★Raporto pri la Dua Esperanto Kongreso de 
Hokkaido （23頁）。C札幌エス會北海道エス脚; 

盟發行）。

★JPEU〔3號丿人會特輯號（神HI同今川小路 

1の1江戶ビル內人

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniii

原稿募集!

新雜誌「人•人生•敎育（家庭向き•新年號 

より創刊］にエス詔欄設置の爲廣く同志の支 

持と寄稿を願ひます。®エス文各方面のも 

のを希望。一頁200語十枚以內。♦日本文 

エス語の普及.阈際語の主張等を主眼とした 

もの。400字詰用紙十枚以內〇 ・送リ先 束 

京市本鄕區駒込動坂町326露木淸彥宛

故佐々城松榮夫人の手紙をおもちの方は托 

知らせ下さい（遺稿整理のため;）。

東京府北多摩郡多摩村

下染屋1034栗山五百枝方

★ ★ ク ★ ★



818

來年の第22冋エス 大會は長崎市?
來年度エス大阿を長崎に招待すべくIOJI13日長崎エス俱樂部Iこて決定し，京槨人會に對し 

植田，山佐兩氏を派遗して正式に提議すろことになった。多分通過すろものと思ふ。長崎でや 

れば上海阈際エス協會から數名以止の人々の參加を得る筈にてアジア大會ノ觀があらう。

第二回北九州エス大會

10月22日福岡縣厅橋町にて

!〇時發會式C開命の略,Espero合唱,僉長議

長挨拶,地力伶挨拶;）

協議會,12時閉會の辭3中金,午後ビクニー 

コc17時晚餐會〔餘興あŭ;）
編輯後記一一 ★大會も目睫にせまりまし 

た。各地同志の御參加をのぞむc ・人會參加 

者の鐵逍割引を得ました。大いに利用下さ 

い。東京の人で舉會へ自身御來訪の方には舉 

會に備つけの割引券差上ますが郵送しません 

から（數:S!僅少につき〕郵送希望の向はやはり 

京都のカニャ書店內毕備委員會へ願ひます。 

★每月內地很道がハミだして今刀も廣吿糊へ 

!頁半程侵入しました。

★好評嘖々の文誌展木携帶版の表紙の塗料は 

新潟の同志屮野文夫氏がエス語を利用して佛 

械!より楡入した い儿 天下一罷です。〔ワニ 

スではありません）。
_ _ — '■ I 、

Parfumo Verda
エスペランチストのため特製"香水 

學會取次部で取次ます。

小曜入個50錢送料〇錢
—■ ■■■■ ■ ■ ------ ■■■ I ■
全船賈同志へ連絡をとŭたし通恬を乞 

ふ。尙神戶乂は橫演常住の同志にして鵲Ĥ間 

の連絡の勞をとるの好意を有する人の御ー牡 

を切望す。C神戶市口本郵船氣付高岡丸無髯 

tsmrt）

學倉て•次の本取次ます

倉池治夫氏著

厂エスペラントの本質」農寳;

F. K•中のね Esenco kaj Estonteco de 
la ideo de la intenu 唤"Cザ博士筆］ 

の和譯）Ksp-i«to必讀書"

r®«る處神あわ品切,再版〔■«&訂版 拳備中

11月3日發賣

第二篇

料"フの生涯

/ Vヴァ著 

松崎克己譯

菊半截⑹貞餘•靑島友遊裝幀

【定偵4）錢・送科4錢】

學會?V員の11月15 II迄の注文に限 

り特價〇錢（稚4錢）とす（但しー 

人一册限り）

ザメンホフ博上の傅記として 

名聲高きPrivat博士の

il Vivo de Zamenhof，?を 

故松崎克已氏が心血をそゝい 

で和譯したもの。 •

嘗って愛の人ザメンホフ」の 

題名の下に出版したものを木 

「文庫」第一鑰として糸IIみ力、へ 

たもの。

X

ス
へ
ラ
ン
卜
文
庫
fu

第二篇•旺界語の歷史
/ドレーゼン原著ゝ三许匕八十頁の樓定 
I高木弘和譯丿 寫底6J個人

發行所
東京市本鄕元町一丁目 
振荐東京1"お番

払臭日本エスベラント學會
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エスペラント 新刊宣傳パンフレット

その實用および學び方
四六判美裝十六頁・寫眞版多數入

内容一般

なぜ國際語が必要か

どんな言語が阈際語として最も適當か 

國際詔・にはどんな條件が必耍か 

阈際語の三大條件を饰へた昔語は何か 

エスペラントはどう實用されてゐるか 

H本人はなぜエスペラントを學ばなけ 

ればならないか

エスペラントの學び力

エスペラント文法一覽

これは「エスペラシト」I・月號の附錄として 

作ったものですが，宣偉I:非常に彳j効たか 

ら，ぜひ宣傅用に増刷するようにとの普が高 

かつ汇ので，多數印刷いたし玄した。どうか 

せいぜい御利用ください。今囘のパンフレ 

ットは今までのに比べて貨用がかなり多く 

かかbますので，實費の一•部を丁記のやうに 
御負擔除ひたいと存じます。

一部につき一錢・）し部以下は別に送料二錢・十 
部以上は送料當方負擔。
會員は一年一回十部以下に限り無代進呈c入用 
の方は送料として切手二錢同封左ER込みあれ）

務匹轉・毀日本エスペラント學會 電話小石川5415番
振替東京11325侨
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洋書取次部より急吿

最近における圓為替の下落の結果,從來のカタログ揭載 

の洋書の定價を維持するこざは不可能芒なりました。そ 

こで本會の洋書取次部では,その對策ごして下記のこほ 

り決定いたしました。

對米爲替のみ見れば,口下約27弗見當です 

から，かなりよくなったやうに見えますが， 

それは弗が非常に下落したためであって，本 

會取次洋書の全部を占めるヨー ロッパ諸國に 

對しては非常に下落してゐるのです。一例を 

擧げれば，ドイツ發行のものは,カタログで 

は1マルクにつき95錢の計算で定價をつけて 

ありますが,目下の相場は約1側35錢，差引 

40錢の開きがあるわけです。一般に洋書に對 

しては三割見當の割引を受けてゐますが,宅 

價の約一割にあたる送料はこちらの負にな 

ってゐます。從って,1マルクの書籍に對し 

て,本會から支拂ふ金額は110135錢x0・7+ 
13錢5厘（送料）=1圓8錢。これに送金料，そ 

の他を加へれば實铁約1冏10錢となり,これ 

を95錢で賣ったのでは，人件費や諸雜費を別 

にしても1マルクにつき15錢宛の損失になる

勘定です。（1團7 jで贅ってゐるEdiuburgh

英エス辭典の如きは仕入元價約2 [8120錢につ

いてゐます。

洋書部の對策

1-ザメンホフの譯著書,その他,特に 

需要の多い文献，辭書，硏究書等の以 

外は品切れとなっても補充しない。

2.定價は本年中は据ゑおき，來年一月 

から變更する。

3・新刊書は優良と認めるものに限り極

めて少

4. 特殊の手段によって脈價で洋書を輸 

入したばあひは,學會會員に限り特價 

で提供する。

5. 本會の損失の特に多い洋書は書店を 

通じての注文には應じない。（取次店 

には一割引としなければならないの 

で）。

上記のやうな次第ですから，御入用の書籍はこの際至急御註文丁さい。 

また本會の損失をなるべく少くする意味で御註文はならべく直接になさ 

ってください。.•: ヽ ' ペ"’;

財團法人日本エスペラント學會洋書取次部



La Revuo Orienta 一Monata organo de Japana Esperanto-Instituto, 
tlongoo*Motoniaĉi  I, TOKIO, Japanujo; abono internacia 5 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及・硏究・實用の中心機關

1 受日本エスペラント學會
東京市本鄕區元町一の一三星

目

業事

會

——【電話小石川（85） 5415#—ffl替口座東京11323番】ーー

的エスペラントの普及、硏究、實用

（（a）エスペラントに關する各種の硏究調査及其發表
（b） 雜誌及圖書の刊行及外阈エス語書籍の取次

（c） 講演會講習會の開催及後援
（d） 其他本會の目的を達成するに必要な事業

（a）普通維持員年額2圆40錢（b）正維持員年額3|U| 
費! （c）賛助維持員年額5呵 （d）特別維持員年額1〇圓以上

I （e）終身維持員一時金L00RI以上

纽炜〇へ 叶 いRevuo Orienta （購讀料1圓80錢）を無代配布する他當 
稚苻貝へは 會發行新刊圖書の割引等をなすことあり

入會手續 住所脫業姓名（振カナ付）を明記し會費一年分を支拂へばよい
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會則其他本會發彳了圖書及取次内外圖書 

冃錄は郵券二錢封入申迖下さい

理耶畏大石和三郞 

理 ゆ秋田雨雀

同 井上萬壽藏

同中大妆投川原次吉郎 

同文傅黑板勝美 

同廩戦邵艮土岐善鷹 

理璐0懈西 成甫

員 名 簿

同 瘵 澤 親 雄

« hP 望月 周三郎

同 柳 m 國 男

開 上 野 孝 男

（同） 大 井
t

學

k 同） 小 iU ?n ■ ■

同 （局） 石 五

（五十音）un）
M <H） 美野H!琢磨

舞

夫

道

遠

道

黑 聊 淸 水

同 鈴 木 正

同 堀 眞

积 間法皿 穂 積 車

同 子!? 鳥 章
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本誌講讚料（郵稅共）

一部 圓 0.17 注意:學會維持 

貝（會費2.40同 

其他）には本誌 

を無代進呈。

半年分 KIŬ90

一年分 M 1.80

本會振替/一般會計用東京!1325番 
口座番號1基本金専用東京32089番

集京市本起躍无町 /一三
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